
診療材料を導入すると、医薬品・検査試薬もデータをご提供頂く事により、追加費用無しでご利用が可能
診療材料、医薬品、検査試薬ベンチマークをオールインワンでご提供！

日常業務の様々な困ったをVIPSS TALKで解決
医療機関同士で質問・疑問に答えるQ&Aツールを無料でご利用！

MRPベンチマークシステムの利用で一定の交渉が可能
担当者の異動、でも安心！

もしかして全国平均よりも高く購入しているかも？・・・
委託しているSPD業者に対する価格のモニタリングが可能！

『コスト削減セミナー』等を各地で開催するなどアフターフォローも充実　　等
※コロナ禍においては、Webセミナーを開催しております。

導入後のアフターフォローも充実！

グループ病院間での共同購入管理が可能！▶▶▶  詳細は、●●ページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の中、皆様におかれましては、対応に大変ご尽力いただいていることと思います。改めて

敬意を表しますとともに、深く感謝申し上げます。

新型コロナウイルスの感染・拡大により病院経営に影響がでているところであります。

コロナ禍においては、診療材料等の安定供給は維持しつつ、他施設との価格を比較することにより、自院の立ち位置を

把握し、エビデンスに基づく価格交渉が益々必要になってくると考えます。

つきましては、経営改善の1つであるコスト削減に寄与する「MRPベンチマークシステム」のご案内をさせていただきます。

当該システムは・・・

全国の自治体病院をはじめ大学病院から民間病院まで
約850施設以上が導入（大学病院：約70施設、国公立
病院：約410施設、公的・私的病院：約370施設）
上記国公立病院のうち自治体病院：一般病床100床
以上の約500病院のうち、250病院様が利用

導入状況▶

■ MRPベンチマークシステムご利用施設の内訳
（2021.2.1現在）

大学病院
約70施設

国公立病院
約410施設

公的・私的病院
約370施設

購入価格の比較・判定ツール

「MRPベンチマークシステム」
のご案内

▼

自治体病院共済会
事業支援部 事業支援課 行 FAX送信先 03 -3265 -5868

メール送信先 mrp_bm@jichikyo.co.jp

自治体病院共済会 事業支援部 事業支援課
担当：竹内
Tel：03－3263－3397
E-mail：mrp_bm＠jichikyo.co.jp

 ・ ご参加者様は、病院の職員様に限らせていただきます。
 ・ 2名以上ご参加の場合は、複写してご利用ください。
 ・ 当日は、講演の録音は禁止とさせていただきます。
 ・ 上記情報は、個人情報保護法に準拠して、取り扱いさせていただきます。
 ・ Webへのご招待メールは、開催日の前日までには送らせていただきます。
 ・ 質問時間を設けておりますので、カメラ・マイクのご用意もお願いします。

申込日　　　月　　　日　　　

※ご記入いただいたメールアドレス宛にWeb招待メールを送付いたします。
E-mail

病院名

〒

TEL: FAX:

所在地

【Webコスト削減セミナー申込書】

お問い合わせ先

参加者
氏名

フリガナ

部　署
役　職

今回初めてとなる中小病院を対象にコスト削減セミナーをWebで開催いたします。
経営改善の第一歩となるMRPベンチマークシステムのご紹介と、購買の実務を担当して
いる 東松山市立市民病院 事務部 管理課 主査 元田　貴志 様の講演を予定しております。
是非、この機会にご参加ください。

東松山市立市民病院  事務部 管理課  主査 元田　貴志 様
特別講演

2021年10月14日（木） 13時30分～15時30分開 催 日

ご参加には、下記申込書による事前のご登録が必要です。受 講 料

▼ お申し込みは、下記申込書にご記入の上、メールまたはFAXにてお送りください。
なお、申込書は弊社HP https://www.jichikyo.co.jpからもダウンロードできます。

事前登録制
ご参加には、下記申込書による
事前のご登録が必要です。

Webコスト削減セミナーのご案内

【中小病院対象】特別講演決定!!

10月14日（木）　　　 　無 料　　 30名開催日 参加費 定 員

無 料

中小病院における用度担当としての働き方
　　　　～９年半の経験を踏まえたコスト削減や考え方など～

「MRPベンチマークシステム」には、本部機能があることはご存じでしょうか。
本部機能は、各病院での利用ではなく、県立病院や市立病院をまとめている本部で利用できる機能となります。
（ただし、本部機能のご利用には、各県立病院や各市立病院でのMRPベンチマークシステムの導入が必須となり
ます。）コロナ禍においては、益々本部と病院の連携が必要ではないでしょうか。

本部機能をご利用の各病院局様からのコメント

本部機能
の特徴

本部と各病院を設定することが可能1

各病院のシステムにログインすることが可能2

各病院の単価と総購入量が把握可能3

本部集計機能では、メーカー別、商品別、
分類別の購入総数量、総金額の把握が可能4

共同購入・共同交渉ツールとして活用可能5

A ● K市病院局様コメント ： グループ内施設の材料調達価格や、その価格が類似施設と比較して適正と考えられるかどうか等
の情報をグループ内の各施設の調達担当者と共有する際に活用している。

● T県病院局様コメント：当グループでは、傘下の全病院にＭＲＰベンチマークシステムを導入し、日々の契約業務に活用し
ています。また、グループ本部では本部機能を導入し、各病院の単価や、購入実績、アップロード状
況などをタイムリーに把握するために活用しています。

A ● K市病院局様コメント ： グループ内施設の調達担当者との情報共有が容易に行えるため、交渉品選定等の話し合いを
円滑に進めることができる。

● T県病院局様コメント：本部機能でお勧めしたい点についてご紹介します。

貴局での本部機能の活用方法についてQ

本部機能の良い点等についてQ

① 病院間の価格比較が容易
グループベンチマーク機能を用い
れば、グループ内の病院間の価格比
較が容易であるため、本部において
統一価格の設定が簡単にできるよ
うになり、共同交渉に役立ちます。

② 共同購入品目の選定作業が簡略化
ベンチマークシステムからダウンロード
したエクセルデータを活用することで、
品目ごとの採用状況や使用実績の把握
が容易になり、共同購入品目の選定に
役立ちます。

③ タイムリーな状況把握が可能
各病院の使用実績は、定期的にベンチマークシステムに
アップロードすることになっているため、わざわざ使用実
績データを病院側に照会しなくても、ベンチマークシス
テムからデータをダウンロードするだけでタイムリーに
把握できるようになり、各種資料の作成に役立ちます。

「本部機能」のご案内
MRPベンチマークシステム

Webでシステムの詳細説明も行っております。
また、MRPベンチマークシステム導入病院様の病床規模に応じた
「医療材料の支出削減の取り組みについて」の記事もございます。
お気軽にお問い合わせください。

自治体病院共済会 事業支援部 事業支援課
担当：竹内
Tel：03－3263－3397
E-mail：mrp_bm＠jichikyo.co.jp

お問い合わせ先資料のご希望は、右記お問い合わせ先までご連絡くださいませ。

▶
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