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ZiuZ IRISG2 

調査詳細 
日本におけるIRIS自動薬包チェック装置の調査試験実施に

ご協力いただける薬局を探しています

弊社機器「アイリス」は、全自動薬包チェックシステムです
弊社機器「アイリス」は自動調剤システムと通信し、薬包の自動チェック、すべての医薬品のログ
および追跡記録といった安全策を追加し、スタッフが安心して他の作業に集中できるようにしま
す。 これにより、処方する薬包の確実な管理をし、その安全性を高めることができます。

調査と分析
海外では、すでに様々な病院や薬局で弊社機器「アイリス」の試験と販売を実施し、外来患者や
入院患者を対象にサービスを提供しています。 最近では、中国、韓国、台湾などで調査試験を実
施しました。この調査試験は営業活動やマーケティングではありません。 この試験の目的は販売
ではなく、システムの使用方法や予測される利点について日本国内でのデータを収集するため
です。 この試験の目的は販売ではなく、システムの使用方法や予測される利点について日本国
内でのデータを収集するためです。 日本の薬局での当社システムの使用状況を一定期間で分析
したいと考えています。

• グループ調剤薬局、病院と連携した病院近隣の調剤薬局（外来患者向け）、または病院内 
（入院患者向け）の調剤薬局。

• 調剤薬局
• 一日あたり最低20人分の薬包を処方する調剤薬局、または、一日当たり約2000包 

（複数の患者のための複数日分）を処方する調剤薬局。
• • ハイテクやイノベーションを取り入れたいと考える薬剤師。テクノロジーとイノベーションに

興味、関心を持っていただける薬剤師。
• 東京、横浜、大阪、神戸近郊で探しています。
• 薬包処方システムのある調剤薬局（推奨メーカー順： 

タカゾノ・トーショー・ユヤマ・ＰＨＣなど）

無料でお試しいただけます

https://www.ziuz.com/ja/%e7%94%a3%e6%a5%ad/%e8%96%ac%e5%b1%80/
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調査詳細 

薬局への設置は1日で完了します
調査の試験実施は１週間～２週間と考えています。期間につきましてはご相談ください。 十分な
データを得るために、調査は少なくとも１週間は必要ですが、これは各薬局が１日に処方する
薬包の数によります。 弊社機器「アイリス」は1時間に5000包の処方ができるため、薬剤師に
求められる作業時間は非常に短時間です。調査期間中、弊社スタッフが常駐するわけではござ
いません。 設定と機器の説明に約1日、梱包作業に半日程度です。 調査にご協力いただいた
薬局が 引き続き弊社機器「アイリス」のご利用を希望される場合は、ご相談に応じます。

• 調査の試験実施の前に薬局を訪問して、日本語で弊社機器「アイリス」のシステムなど詳細
を説明することができます。 

• すべて日本語でサポートいたします。 ソフト説明や研修などのコミュニケーション、 
機器インターフェースも日本語です。 

• 弊社機器「アイリス」のサイズは、一般的な印刷機と同じくらいのサイズであるため小規模な
薬局でも問題ありません。LAN（UTP）ネットワークケーブルで電源と自動調剤機に接続する
だけです。

「アイリス」と調査の試験実施に関するご質問やご不明な点がありましたら、お気軽に
お問い合わせください。 1時間のオンラインセミナーにて、より細かな説明や、質問に対応する
ことも可能です。

ZiuZ日本専用お問い合わせ窓口:

Ronald Hilhorst (ロナルド・ヒルホースト)
メール: r.hilhorst@ziuz.com
電話: 050-5534-4938

薬局への「アイリス」導入をフルサポートします

弊社機器「アイリス」を契約期間、提供します

研修とトラブルシューティングのために、エンジニアを派遣します

日本語で薬剤師や局内スタッフへの研修を行います

IRIS.df.JP.1.2020

詳細情報：
ziuz.com/pharmacies
ZiuZは本書に記載されている情報に関して、いかなる責任も保証も負いません。 製品および技術の情報は、予告なしに変更さ
れる場合があります。 ZIUZは提示された情報の使用または信頼に起因するあらゆる損害について、いかなる人物に対しても責
任を負いかねます。

https://www.ziuz.com/ja/%e7%94%a3%e6%a5%ad/%e8%96%ac%e5%b1%80/
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RESEARCH SPECIFICATIONS

We are looking for locations for our Japanese research trial of IRIS 
automated pouch inspector device

ZiuZ IRIS is a fully automated pouch checking system 
IRIS will communicate with your automated dispensing system and adds the security of automated 
checking of pouches, logs and track record of all medicines going out, and staff relieve, so they can 
focus on other tasks. This will add a more diligent control and security over the pouches that go out 
of your pharmacy. 

Research and analysis
Outside of Japan we have tested and sold our IRIS system in various hospitals and pharmacies, both 
for out-patients and in-patients serving locations. Recently we have conducted research trials in both 
China, Korea, …, …. and ….  This research trial is not a marketing and sales activity. The goals of this 
trial are to collect local data in Japan of the usage and projected advantages of our system, not to 
sell. The main purpose is research and analysis. We would like to collect over a certain period analyti-
cal data of usage of our system in a Japanese pharmacy. 

• Pharmacie is part of a group, located in or outside a hospital and delivers medicines to both in- 
and out-patients

• Pharmacies that dispense their medication
• Automatically dispensing medicines in pouches for minimally 20 patients per day or dispense 

about 2000 pouches (multiple days for multiple patients) per day
• A pharmacist who is open to high tech solutions and has affinity with innovation  

and automated systems. A pharmacist who likes technology and innovation
• Pharmacy located in the Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto, etc) or Kanto (Tokyo, 
• Yokohama)
• Pharmacy should have a pouch dispensing system. Brands like Takazono,   

Tosho, Yuyama and PHC are preferred in this order. 

Free test trial for:

https://www.ziuz.com/industries/pharmacies/
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One day to set-up the system at your pharmacy
We are looking for a research trial of about one to two weeks, but we are open to discuss the period. 
To get sufficient data for the research we project minimally one week, but this depends on the num-
ber of pouches that are issued per day at the location. Our IRIS can process 5000 pouches per hour, 
so the time investment of your staff is very limited.  Of course, this does not mean that we would 
need to be in your pharmacy to whole period when you are using IRIS. We would need about one 
day to set-up the system and train your staff and about half a day to wrap up. It goes without saying 
that if you would like to keep the system longer, we can discuss this. 

• We would be able to visit you before the research trial to give more explanation on the system or 
introduce IRIS in more detail and to get acquainted. Of course, this will be done by our Japanese 
speaking staff. 

• We will fully support you in Japanese. Both the communication by writing, the training of you 
and your staff and the interface of the IRIS are in Japanese.

• We expect the size of IRIS to not be an issue, even in smaller pharmacies. IRIS has the size of 
about a big laser-printer and just needs to be connected to electricity and the dispensing ma-
chine via LAN (UTP) network cable.  

Might you have any questions or would like to have more information on both IRIS and the research 
trial, please do not hesitate to contact us. We can host an hour session webinar to explain in more 
detail and accommodate to your questions. 

Full support for the deployment of IRIS to your pharmacy

We will provide an IRIS for the agreed period

We will deploy an engineer for training and troubleshooting

We will provide training of relevant staff. Of course, this will be done in Japanese

More information on:
ziuz.com/pharmacies
ZiuZ makes no representations or warranties in relation to the information presented in this document. Product and technology 
information is subject to change without notice. ZIUZ SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM USE 
OF OR RELIANCE ON THE INFORMATION PRESENTED.

Contact details dedicated Japanese ZiuZ representative:

Ronald Hilhorst
Email: r.hilhorst@ziuz.com
Japan tel.: +81 50 5534 4938

IRIS.df.EN.1.2020

https://www.ziuz.com/industries/pharmacies/

