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１．はじめに 
 

この度は「保険収益分析システム suisui 分析（以下、suisui 分析）」をご購入いた

だき、誠にありがとうございます。 
 

「suisui 分析」は、医療機関が保険請求時に提出するレセプト電算データを活用して 
グラフ及び表形式での視覚的な分析情報を作成する事で保険収益の分析を短時間且つ 
簡単に行えるソフトウェアです。 

 
開業済みの医療機関様においては過去に提出されたレセプト電算データを取り込む事 
で、今年度以前の医療収益と比較分析する事も出来ます。 
新規開業予定の医療機関様では、開業時からの自院での収益分布を正確に理解する事 
が出来ます。 

 
日医標準レセプトソフト ORCA をご利用の場合、ネットワーク接続可能なパソコンに 
「suisui 分析」を導入する事で、ORCA にて作成したレセ電データをネットワーク経 
由で直接取得する事が可能です。 

 
「suisui 分析」にて出力された解析結果は、分析評価方法を監修いただきました 
税理士法人アップパートナーズグループ殿にて評価・経営支援を有償にてご相談いた 
だく事が出来ます。 
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２．ソフトウェアのインストール手順 
 
2.1 suisuiAnalysisInstaller.msi をダブルクリックします 

 
 
2.2 「次へ」ボタンを押します 

 
 
2.3 「同意する」を選択して「次へ」ボタンを押します 
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2.4 「次へ」ボタンを押します 

 
 
補足）Windows の設定によってはユーザーアカウント制御の確認画面が表示されます。 
「はい」ボタンを押して進みます。 
 
2.5「閉じる」ボタンを押します 

 
 
2.6 デスクトップ上に起動アイコンが登録されます 

 
 
 
以上でインストール作業は完了です。 
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３．初期設定  
 
3.1 デスクトップ上の起動アイコンをダブルクリックします 

 
 
3.2 シリアル番号未入力の警告画面が表示されますので「OK」ボタンを押します。 

 
 
3.3 初期設定画面が表示されますのでシリアル番号などの設定を行います 

 
 
各項目の説明は以下の通り 
 

① システム種別 
suisui 分析単体  ・・・ORCA 連動またはレセ電データ読み込み時に選択します 
suisuiCHECK2.0・・・suisuiCHECK2.0 からレセ電を自動取込する際に選択します 

 ② 決算月 
１～１２月    ・・・病院・診療所の決算月を選択します 
決算時期が７月末の場合は、「7」を選択します。 

 ③ 保険 
社保・国保 ・・・ORCA 以外のレセ電データ利用時に選択します 
社保・国保・広域・・・ORCA 利用時に選択可能です 

 ④ シリアル番号 
病院・診療所毎にライセンス番号を設定します 
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 ⑤ IP アドレス 
  ORCA サーバーの IP アドレスを設定します（例：192.168.48.137） 
 ⑥ ORCA 取込タイムアウト 
  ORCA サーバーよりレセ電データを取得する際のタイムアウト時間を設定します 
 ⑦ 「接続確認」ボタン 
  ORCA サーバーとの通信確認を行うことができます 

   
 ⑧ 管理目標値設定 
  統計グラフに対して閾値を設けることができます 
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４．Suisui 分析 メイン画面説明 
 
4.1 suisui 分析が起動されます 

 
 
各設定項目の説明は以下の通り 
 
① 「レセ電データ取込」ボタン 

レセ電データを取り込む事が出来ます 

 
 
② 保険選択 

初期設定にて設定した社保・国保・（広域）が選択出来ます 
③ 検査年月 
 ORCA サーバーより取り込む年月を選択出来ます 
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④ 「ORCA 取込」ボタン  

保険選択と検査年月の条件で ORCA サーバーよりレセ電データを取り込みます 
⑤ 取込完了年月 
 過去に取り込んだレセ電データの履歴を一覧表示します 
⑥ 分析の対象 入院／入院外／全体の選択（必須） 
 チェックボックスにて選択します。 

「全選択」ボタンを押すと全てチェックオンされます 
⑦ 月次・年次分析 
 ５種類ｘ入院／入院外／全体の帳票を出力可能です 
   チェックボックスにて選択します 

「全選択」ボタンを押すと全てチェックオンされます 
 分析年月 
   例：H28 年 4 月が選択されている場合、 
    月次帳票は H28 年 4 月分が集計されます 
    年次帳票は H28 年 4 月～H29 年 3 月分が集計されます 

「PDF」ボタン 
    選択した条件で各種帳票を PDF 作成します 
 「PDF 表示」 
    過去に作成した条件で各種帳票の PDF 呼び出しが可能です 
⑧ 収益３ヵ年分析 
  ８種類ｘ入院／入院外／全体の帳票を出力可能です 
    チェックボックスにて選択します 

「全選択」ボタンを押すと全てチェックオンされます 
  分析年月 
    例：H28 年 4 月が選択されている場合、 
     帳票は H28 年 4 月～H31 年 3 月分が集計されます 
 「PDF」ボタン 
    選択した条件で各種帳票を PDF 作成します 
 「PDF 表示」 
    過去に作成した条件で各種帳票の PDF 呼び出しが可能です 
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５．レセ電データによる分析評価手順 
5.1「レセ電データ取込」ボタンを押す 

 
5.2 レセ電データを選択 

 
＜H26 年 6 月国保レセ電サンプル＞ 
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5.3 レセ電取込確認画面が表示される 

 
 
5.4 H26.4 国保が取込済みになります。 
適宜、分析対象を選択し、実行します。 

 
 
＜レセ電取り込み補足＞ 
読み込まれたレセ電データは一旦、C:¥S2A1.0¥DATA に保存され、分析評価 
用データベースに統計データのみ展開されます。 
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６．ORCA 連携による分析評価手順 
 
6.1 ORCA にて診療行為入力します 

 
 
6.2 加算項目の算定実施し、「登録」ボタンを押します 
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6.3 請求確認画面にて「登録」ボタンを押します 

 
 
6.4 明細書発行処理を実施します 
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6.5 H28.1 で処理開始 

 
 
6.6 「印刷」ボタンを押します 

 
 
6.7 印刷指示画面にて「印刷」ボタンを押し、「プレビュー」ボタンを押します 
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6.8 処理結果画面にて「プレビュー」ボタンを押します 

 
6.9 レセプト作成内容を確認します 

 
6.10 suisui 分析を起動して保険選択：広域連合、検査年月：2016 年 01 月を選択した後、

「ORCA 取込」ボタンを押します 
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6.11 取込確認画面が表示されますので「OK」ボタンを押します 

 
 
6.12 H28.1 広域が取込済みになります 
適宜、分析対象を選択し、実行します。 

 
 
＜ORCA 連携補足＞ 
ORCA より連携されたレセ電データは一旦、C:¥S2A1.0¥DATA に保存され、分析評価 
用データベースに統計データのみ展開されます。 
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７．ソフトウェアのアンインストール 
 
7.1 コントロールパネルより「プログラムと機能」を選択 

 
 
7.2 suisui 分析 2015 をダブルクリック 

 
 
7.3 アンインストール確認画面にて「はい」 

 
 
7.4 suisui 分析が削除されました 

 


