ＴＤＦ用各種フォルダー及びサプライ
カルテフォルダー

アクティブカルテから
生涯カルテまでの総合管理
患者番号の下２桁を１００分割（００〜９９）
にした色分けの整理方法が、
Ｔ.Ｄ.Ｆ（ターミナル・デジット・ファイリング）
というカルテ管理です。

カルテフォルダー（Ａ４・２ポケット）
コード/品番 １１−１００２ ＡＨ−２Ｐ
包装単位 ５００枚×１箱
材質・厚さ・規格

仕

様

ＰＰ製・０．２ｍｍ・Ａ４サイズ

カルテフォルダー（Ａ４・２ポケット・ファスナー１本付）

カルテフォルダー（Ａ４・２ポケット・ファスナー２本付）

カルテ又は薬歴簿用フォルダ（Ａ４・袋式キャリータイプ）

コード/品番 １１−４００２ ＡＨ−１Ｆ２Ｐ
包装単位 ５００枚×１箱

コード/品番 １１−５００２ ＡＨ−２Ｆ２Ｐ
２５０枚×２箱
包装単位

コード/品番 １１−３００４ ＡＨ−ＰＲ
包装単位 ５００枚×１箱

材質・厚さ・規格

・７桁見出し付
・診察券スリット付
・マチ２０ｍｍ

仕

ＰＰ製・０．２ｍｍ・Ａ４サイズ
・７桁見出し付
・診察券スリット付
・２穴ファスナ１本付

様

材質・厚さ・規格

仕

様

ＰＰ製・０．２ｍｍ・Ａ４サイズ

材質・厚さ・規格

・７桁見出し付
・診察券スリット付
・マチ１０ｍｍ

仕

様

ＰＰ製・０．２ｍｍ・Ａ４サイズ
・７桁見出し付
・マチ１０ｍｍ

サプライ
■ＩＤモノクロスティック（二つ折）

電子カルテと共存 電子カルテへの導入がスムーズ

T.D.F 管理の特徴

■ＩＤカラースティック（二つ折）

上質紙に手書き又は、シールが貼れます。

下２桁がカラー印刷です。

■カラーナンバーシール

■モノクロナンバーシール
一袋に同じ番号が２５０片入り。

一袋に同じ番号が２５０片入り。

五十音管理・ＩＤ連番管理等から、ＴＤＦへの移行作業の指導

アクティブカルテ （ 受 付 ）
◆カルテラックＴＤＲの特徴
カルテファイリング用（１００区分）に設計された専用ラックです
・ラックの中段に、便利棚が付いています
・ラックベースに４ヵ所のアジャスター付きです
・標準ラック（６段）に、１段・２段の増設ができます

カルテラック ＴＤＲ−９０ カルテラック ＴＤＲ−１１０

システムラック（上段１段）

コード
品 番

１０−０９００
ＴＤＲ−９０

１０−１１００

外形寸法ｍ/ｍ

Ｗ９００×Ｄ３５０×Ｈ１８８０

Ｗ１１００×Ｄ３５０×Ｈ１８８０

カラー

ホワイトグレイ

ホワイトグレイ

備

考

コード
品 番

１０−０９−１
ＴＤＲ−９０−１

１０−１１０−１
ＴＤＲ−１１０−１

外形寸法ｍ/ｍ

Ｗ９００×Ｄ３５０×Ｈ２９５

Ｗ１１００×Ｄ３５０ ×Ｈ２９５

カラー

ホワイトグレイ

ホワイトグレイ

ＴＤＲ−１１０

・アジャスター付（４ヵ所）
・仕切り板（プラスティック２ｍｍ厚）９５枚付
・便利板付
・オプションにて棚前面に扉を付けることも可能です

備

考

コード/品番 １３‑１０７０・ＩＤ‑７Ｍ
包装単位 ５００枚×１箱
７桁・縦１０５×横３０ｍｍ ２つ折り
仕 様

コード/品番 １３‑１０９０・ＩＤ‑７Ｓ
包装単位 ５００枚×１箱・下２桁カラー（00〜99各5枚）

■カラーシール（ナンバーなし）

■月別ガイド

仕

様

コード/品番 １３‑２０１※・ＮＭ‑０〜９
包装単位 １袋/２５０片入り（10シート）・単番号
仕

７桁・縦１０５×横３０ｍｍ ２つ折り

様

コード/品番 １３‑２０２※・ＣＮ‑０〜９
包装単位 １袋/２５０片入り（10シート）・単番号
仕

モノクロ数字 縦１５×横３０ｍｍ ２つ折り

■ワンタッチＩＤスティック

アクティブ３ヵ月管理に欠かせないガイドです。

一袋に同じ色が２５０片入り。

様

モノクロ数字 縦１５×横３０ｍｍ ２つ折り

■スティックファスナー
２穴用紙に使います。

・仕切り板１９枚付

セミアクティブカルテ （カルテ庫）
◆アングル式カルテラックの特徴 ◆スライド式カルテラックの特徴

コード
品 番

アングル式カルテラック
ＴＤＡ−９０

レントゲン棚（１１−９００）
ＴＤＸ−９０

１１−０９００
ＴＤＡ−９０

・受付のスペースを最大限に利用し、アクティブカルテと
併用して使うことが出来ます
・ＴＤＲ−１１０/９０（巾）の２種類から選択出来ます
・組合わせ方法（固定２ラック+移動１ラック）
（固定３ラック+移動２ラック）など

１１−０９００
ＴＤＸ−９０

外形寸法ｍ/ｍ

Ｗ９00×Ｄ３００×Ｈ２２００

Ｗ９００×Ｄ４５０×Ｈ２１００

カラー

ニューグレイ

ニューグレイ

備

考

スライド式カルテラック
の実用例︵
導入事例︶

・廉価、棚板強度、外形寸法は設置場所に
合わせることが出来ます
・仕切り板は取り外しが出来ます
（２区分・３区分・４区分・６区分）
・Ｘ線フィルム用のラックの仕様もございます

・有効７段
・有効４段
・仕切り板（スチール）２１枚付
・仕切り板（スチール）１２枚付
・直送費、組立設置費は別途です ・直送費、組立設置費は別途です

〜財産は手元に〜

仕

様

包装単位
仕

縦１５×横３０ｍｍ ２つ折り

※色番号 黄００・青０１・桃０２・茶０３・水０４・紫０５
橙０６・灰０７・赤０８・緑０９・白１０・黒１１

様

コード/品番 ４４‑２５３０・ＴＤ‑ＳＬ
包装単位

１袋/１０枚入り
Ａ４サイズ

材質・厚さ・規格

仕

※色番号 ０１ パステル青 Ｐ−1 ０２ パステル黄 Ｐ−２
０３ パステル桃 Ｐ−３ ０４ パステル緑 Ｐ−４

様

コード/品番 ４４‑２５２０ ＳＦ‑２００
包装単位 １箱/５０本入り

１袋/５００枚

仕

ＰＰ製・両面テープ付

様

スティール製・長さ２００ｍｍ

７桁見出し用

カルテ用紙
アスク製の機能的なカルテ用紙です。
仕様・様式につきましては、弊社ホームページにてご確認下さい。
カルテ用紙 ＡＳＫ１号用紙
コード/品番 ２０３ ＡＳＫ１号
仕

様

包装単位

インアクティブカルテ （生涯カルテ庫）
◆蔵の特徴
「蔵」シリーズ・建坪が約３坪（Ｗ２ｍ×Ｄ５ｍ）

コード/品番 １２‑１０※※・ＭＤ‑Ｐ１〜Ｐ４

コード/品番 １４‑１０※※・ＣＬ‑０〜１１
包装単位 １袋/２５０片入り（10シート）・番号なし

Ａ４サイズ

５００枚/束

カルテ用紙 ＡＳＫ２号用紙

カルテ用紙 ＡＳＫ３号用紙

コード/品番 ２０４−Ｋ ＡＳＫ２号

コード/品番 ２０３−Ｒ ＡＳＫ３号

仕

様

包装単位

Ａ４サイズ

５００枚/束

仕

様

包装単位

Ａ４サイズ

５００枚/束

「カルテ管理」アクティブ〜預かり庫までのトータルラインナップ

委託業務

カルテ・Ｘ線フィルムの保管委託・管理

※建築確認不要
・カルテ用棚（１００区分管理用）
・カルテが約３万件収納出来ます
・Ｘ線フィルム棚との組合わせも出来ます
・リース購入が出来ます

◆預かり書類
・カルテ

「蔵」 ・ＷＨ‑Ⅰ・・カルテ
・ＷＨ‑Ⅱ・・カルテ+Ｘ線フィルム
シリーズ・ＷＨ‑Ⅲ・・Ｘ線フィルム

・その他書類

製造・発売元

・Ｘ線フィルム

保管委託専用倉庫 ＡＳＫ第二倉庫

カルテラック・カルテフォルダー等の別製品についてのご相談も受け付けております
※仕様及び外観は、改良等の際に予告なく変更される場合がございます。カタログと実際の製品の色は、異なる場合があります。

