Nexis システム導入実績
【1】医用画像関連システム
医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院
日本赤十字社 前橋赤十字病院
埼玉医科大学病院
特定医療法人財団 健和会 みさと健和病院
医療法人 社団成和会 西新井病院
医療法人社団中央みなと会 中央みなとクリニック
東京医科大学病院
医療法人社団 嵐川 大野中央病院
医療法人社団 誠馨会 新東京病院
医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院
医療法人社団 誠馨会 千葉中央メディカルセンター
日本医科大学千葉北総病院
医療法人社団 緑成会 横浜総合病院
医療法人 永井病院
医療法人 友愛会 松本病院
関西電力病院
近畿大学医学部堺病院
国家公務員共済組合連合会 大手前病院
社会医療法人 愛仁会 高槻病院
社会医療法人 大道会 森之宮病院
市立豊中病院
京都大学医学部附属病院
赤穂市民病院
医療法人 川崎病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院
兵庫医科大学病院
兵庫県立尼崎病院
兵庫県立こども病院
神戸市立医療センター中央市民病院
医療法人社団 新日鐵広畑病院
医療法人 誠佑記念病院
和歌山県立医科大学附属病院
独立行政法人 労働者健康福祉機構 和歌山労災病院
岡山大学医学部･歯学部附属病院
川崎医科大学附属病院
医療法人財団 博愛会 博愛会病院
医療法人社団 高邦会 高木病院
医療法人社団 高邦会 福岡山王病院
医療法人社団 清涼会 岡垣記念病院
医療法人 親仁会 米の山病院
医療法人天神会 古賀病院21
医療法人天神会 新古賀病院
医療法人 白十字会 白十字病院
医療法人 原三信病院
医療法人 福西会 福西会病院
久留米大学医学部附属病院
国家公務員共済組合連合会 千早病院
財団法人 医療・介護・教育研究財団 柳川病院
産業医科大学病院
社会医療法人財団 池友会 新小文字病院
社会医療法人財団 池友会 新行橋病院
社会医療法人財団 池友会 福岡新水巻病院
社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院
社会医療法人財団 巨樹の会 新武雄病院
社会医療法人 大成会 福岡記念病院
社会福祉法人恩賜財団済生会 福岡県済生会二日市病院
社会保険 筑豊病院
社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院
特定医療法人財団 青洲会 福岡青洲会病院
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独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター
独立行政法人 労働者健康福祉機構 九州労災病院 門司メディカルセンター
日本赤十字社 福岡赤十字病院
社会保険 田川病院
福岡大学病院
医療法人 静便堂 白石共立病院
佐賀大学医学部附属病院
医療法人 光晴会病院
医療法人財団 白十字会 佐世保中央病院
救急病院 医療法人 伴師会 愛野記念病院
長崎市立市民病院
日本赤十字社 長崎原爆病院
長崎大学病院
医療法人社団 永寿会 天草第一病院
国立病院機構 熊本医療センター
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
社団法人 熊本市医師会 熊本地域医療センター
熊本大学医学部附属病院
医療法人 愛寿会 大分循環器病院
健康保険南海病院
独立行政法人国立病院機構 大分医療センター
社会法人 宮崎市郡医師会病院
社団法人 八日会 藤元中央病院(旧：宮崎循環器病院)
社団法人 八日会 藤元早鈴病院
宮崎県立延岡病院
医療法人慈風会 厚地記念クリニック
鹿児島大学病院
社団法人鹿児島共済会 南風病院
医療法人 友愛会 豊見城中央病院
沖縄医療生活協同組合 沖縄協同病院
社会医療法人 仁愛会 浦添総合病院
地方独立行政法人那覇市立病院
日本赤十字社 沖縄赤十字病院
琉球大学医学部附属病院
沖縄県立宮古病院
医療法人 朝日野会 十善病院
医療法人 新生会 福島病院
医療法人 社団成和会 西新井病院
医療法人財団 健和会 みさと健和病院
北里大学 北里研究所メディカルセンター
市立加西病院
六甲アイランド病院
福岡逓信病院
独立行政法人 国立病院機構 嬉野医療センター
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
日本赤十字社 沖縄赤十字病院
【2】データベース/マルチセンター関連システム
医療法人社団 誠馨会 新東京病院
医療法人社団 誠馨会 セコメディック病院
医療法人社団 誠馨会 千葉中央メディカルセンター
関西電力病院
独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院
京都大学医学部附属病院
三木市立 三木市民病院
独立行政法人 労働者健康福祉機構 関西労災病院
神戸市立医療センター中央市民病院
岡山大学病院
広島大学病院
医療法人 白十字会 白十字病院
宇佐高田医師会病院
医療法人 天陽会 天陽会中央病院

琉球大学医学部附属病院
熊本大学医学部附属病院
和歌山県立医科大学附属病院
【3】予約システム/部門情報システム
特定医療法人 あかね会 土谷総合病院
医療法人天神会 古賀病院21
医療法人天神会 新古賀病院
財団法人平成紫川会 社会保険 小倉記念病院
社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院
日本赤十字社 沖縄赤十字病院
【4】地域連携システム/地域見守りシステム
医療法人天神会 新古賀病院
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院
医療法人厚生会 虹が丘病院
医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院
福島県耶麻郡西会津町
【5】院内・院外物流管理SPD/販売管理システム
<院内SPD>
社会保険 神戸中央病院
財団法人潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院
医療法人中央会 尼崎中央病院
特定医療法人三栄会 ツカザキ病院
特定医療法人三栄会 ツカザキ記念病院
特定医療法人三栄会 ツカザキクリニック
<院外SPD>
医療法人社団誠馨会 新東京病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会 千里病院
医療法人中央会 尼崎中央病院
正峰会 大山病院
社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院
関西電力病院
<その他>
医療コンサル経由による院内SPD導入 11施設
医療機器ディーラー様 ４社(販売管理システム)

