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旧 パナソニック メディコムネットワークス株式会社

2018 年度診療報酬改定にて
提出対象が拡大！
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DPC データ提出加算の
ご準備はお済ですか？

2019 年３月経過措置期間終了！
許可病床数 50 床未満等の医療機関は

2020 年 3 月
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「展示会･セミナーのご案内」

コンベックス岡山
会議室 6・7
岡山市北区大内田 675 番地
TEL：086-292-6111 

※第 1 部と第 4 部、第 2 部と第 5 部は同じ内容です。
※同封の「申込書」に必要事項をご記入の上、弊社までご返信下さい。

岡山
広島会場 11月 12日

月曜日　　
11月 12日

月曜日　　
11月 12日

月曜日　　

RCC 文化センター
701･702 会議室
広島市中区橋本町 5-11
TEL：082-222-2277 

広島 11月 13日
火曜日　　

11月 13日
火曜日　　

11月 13日
火曜日　　

2018 年度診療報酬改定にて DPC データ提出の対象病院が拡大されました。
経過措置により 2019 年３月 31 日 ( 許可病床数 50 床未満等の医療機関は 2020 年３月 31 日 ) までは
当該施設基準を満たしているものとみなされます｡しかし､経過措置期間終了まで残り少なくなりました。
少しでも皆様のお役に立てればと無料セミナーを開催致します。

詳細はこちら

電子カルテのご紹介と
病院働き方改革のご提案

DPC導入のすすめ

第 1 部　14：00 ～ 14：30

広島会場 : RCC 文化センター  701 会議室
岡山会場 : コンベックス岡山   会議室 6　

広島会場 : RCC 文化センター  702 会議室
岡山会場 : コンベックス岡山    会議室 7　

当日の展示内容は裏面をご覧下さい。

データ提出加算　手上げから算定まで
　～様式 1 作成の準備と体制整備～
講師：株式会社 健康保険医療情報総合研究所
　　　　事業企画管理部　岩下　桂一

政策トピックス（Society5.0）と
   地域・介護連携戦略について
講師：ＰＨＣ株式会社 医療政策渉外部　医療政策渉外課
　　  　主席技師　渡邊　克也 　

13：00 ～ 18：00

Medicom 展示会 & セミナー
for Hospital

Medicom 展示会 & セミナー
for Hospital

Medicom 展示会 & セミナー
for Hospital

SPD・GPO・ベンチマーク実現する
　　医療材料コストの削減
講師：赤木医科器械株式会社 みらい事業部
                        　藤澤 知弥

これが現代版ＳＰＤ！
中小病院様で

絶大な効果を実現する

セミナー参加無料

展 示 会

第 4 部　16：30 ～ 17：00

第 2 部　14：50 ～ 15：20 　　  第 5 部　17：20 ～ 17：50

第 3 部　15：40 ～ 16：10　　【岡山会場のみ】



展示会 　

中小規模病院様にお薦め

電子カルテシステム

環境に合わせた使い方を実現する Web 型のテクノロジー
使用するブラウザ ( インターネット使用のためのソフト ) やデバイス ( 機器 )
 を制限しません。診療環境にあわせて､お好みブラウザが利用可能です

Web 型電子カルテシステム
Internet
Explorer

SafariFirefox

Google
Chrome

デスクトップ型 PC、ノート型 PC、タブレット型 PC、
スマートフォンまで幅広く利用可能です。

院内の情報共有だけでなく、法人グループ内での
連携にも対応しています

シンプルで使いやすい操作性
見やすく､直感的に使用できるインターフェース

短期間での導入可能なパフォーマンス
導入に必要なフローの見直しや整理にかかる時間･作業負担を軽減

患者情報の
一括入力･閲覧機能 さらに 区分を

看護必要度を管理
ADL

エクセルで自動集計･
出力可能

受診前の
情報管理機能

MSWとの受信前相談記録を受診後の
患者カルテに統合できるので､患者さん
に寄り添った診療を可能にします。

一括入力できるので
バイタルや食事など
同じ情報を複数回
入力する手間が

省けます。

ライフビュー

Click!

患者様の背景を
年表形式で表示

scroll スクロールで
過去のカルテ
を簡単に閲覧

患者さんの治療情報を
確認できるライフビュー

クリック数の削減で より業務をスムーズに

Web画面を見るような感覚で操作が可能

必要な患者情報は一画面にまとめられているため､画面切替や操作におけるクリック数を減らした設計に
なっています。また必要な情報をすぐに入手できるため､患者情報を確認しながらスムーズな診療を実現します。

短期間での
導入が可能

リモート操作
による導入

標準導入パッケージにより
運用フロー、帳票やカルテ記載
の文例など新たな作成は不要

院外から導入作業を行うため
院内業務に支障を
きたしません

クライアント
ライセンスフリー

ソフトライセンス費用が
かからないため､運用途中
での端末増設の際､価格を
抑えられます。
※ハードウェア､作業費､
ライセンス費用は別途か
かります。

DPC調査提出データ作成支援

電子カルテをはじめとする様々なシステムの構築、｢チーム医療｣実現を支援します。

株式会社健康保険医療情報総合研究所
様式 1 クリエイター

・｢MEDICOM｣および｢メディコム｣はＰＨＣホールディングス株式会社の登録商標です。・掲載の電子カルテシステムには､医療機器に該当する機能は含まれておりません。・掲載の電子カルテシステムは､医療機器を制御するものではございません。・｢MEDICOM｣および｢メディコム｣はＰＨＣホールディングス株式会社の登録商標です。・掲載の電子カルテシステムには､医療機器に該当する機能は含まれておりません。・掲載の電子カルテシステムは､医療機器を制御するものではございません。

スマート&クリーンで安心!
対面スタイルのセルフ精算POSレジ

株式会社寺岡精工

（ハッピーセルフ）

あんしん
正確!
クリーン

株式会社 アルメックス メディコム事業部

Medicom-HRVと連動可能

3つの省
「省コスト」
「省オペレーション」

「省スペース」
　を実現

自立型自動精算機（TEX-30） 窓口用自動精算機（HPW-8700)

窓口用自動レジスター
（HPW-30D)

煩雑な現金管理の解消や
業務省力化に
大きく貢献

電子カルテと自動
精算機の
連携で会計業務の
効率アップ！

奥行きわずか
300 ｍｍ

中小規模病院様に特化した機能性
スタッフ一人ひとりの業務負担を軽減します

20 ～ 200 床の病院様も
お手軽に導入できます
20 ～ 200 床の病院様も
お手軽に導入できます

病院用医事一体型電子カルテシステム

医事一体型なのでマスタを一元管理､マスタ管理の手間も軽減

カルテのみ電子化、指示箋は紙で運用
導入コストをおさえてシステムの切り替えが可能！

630 統計にも対応可能

24時間365日、ネットワークの
安心安全を「多層防御」で守る
クラウドサービスです。

ウイルス・スパム
スパイウェア

第三者からの攻撃

監視
防御
検知

お客様
ネットワーク

駆け付ける

知らせる

見守る

拠点

センター 通報

新興サービス株式会社

MSKクラウドライト

【広島会場】11 月 12 日 ( 月 )　13：00 ～ 18：00  RCC 文化センター 701 会議室
【岡山会場】11 月 13 日 ( 火 )   13：00 ～ 18：00  コンベックス岡山 会議室 6
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患者情報
いつでも どこでも

だれでも 同時に

いつでも
患者データの
参照が可能

病院 老健施設

チーム医療
高度なチーム医療を実現し､院内の
コミュニケーションを円滑にします

介護施設 社会復帰施設

診療所

本システムは DPC 調査提出データのうち「様式１ファイル」
および「Ｈファイル」（プレミアム版のみ）の作成をサポート
する専用ソフトです。「病棟グループ間での転棟」や「同一疾
患で 7 日以内の再入院」に伴う適切なレコード（親様式 , 子様
式、A レコード）の自動生成、提出データのエラーチェック等
の機能によって、DPC 調査における精確なデータ作成を強力に
サポートいたします。
また、作成した DPC データを活用するための分析オプション

（プレミアム版のみ、別途費用）もご用意しております。

出展：リコージャパン株式会社
施設基準順守と人材確保の為のシフト管理

販売元：株式会社 NTT データセキスイシステムズ

出展：リコージャパン株式会社

販売元：クロノス株式会社

就業管理システム『クロノス」
労働時間の適正把握と長時間労働防止へ！

全国３８，５００事業所を
超える導入実績！

・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 Firefox は、Mozilla Foundation の米国及びその他の国における登録商標です。 Safari は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 Google Chrome は、Google Inc. の登録商標です。・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 Firefox は、Mozilla Foundation の米国及びその他の国における登録商標です。 Safari は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 Google Chrome は、Google Inc. の登録商標です。

株式会社 メディアコンテンツファクトリー

院内情報表示システム『メディキャスター』
待合室のテレビを活用した患者さんへの情報発信ツール

自院の特徴を
知ってもらう

気軽に相談できる
環境つくり 患者さんにもっと病気の

事を理解してもらう

出展：リコージャパン株式会社

販売元：ピー・シー・エー株式会社

さまざまな業種・
給与体系に柔軟に対応する給与計算ソフト

PCA 給与 DX

オーダリングを希望の病院様にお薦め1

オーダリングは不要な病院様にお薦め２ ３ 病院働き方改革のご提案３
出展：新興サービス株式会社

お客様 メディコム販売代理店

障害自動検知

ご連絡・修理

最近調子が
悪いかな･･･？

オンライン機器診断サービス

故障の予兆を察知し、影響を最小限に抑え、
メディコムをより安心してご使用頂くための商品です。


