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開催時間：14：00 ～ 18：00開催時間：13：00 ～ 17：30展示会
新発売
調剤薬局システム

レセプトコンピューターと
電子薬歴を完全に融合！

電子カルテシステム

※本製品には医療機器に該当する機能は含まれておりません

ドクターはもちろん
スタッフにも見やすく
使いやすいことを
さらに追求しました

新発売
調剤薬局システム

レセプトコンピューターと
電子薬歴を完全に融合！

電子カルテシステム

※本製品には医療機器に該当する機能は含まれておりません

ドクターはもちろん
スタッフにも見やすく
使いやすいことを
さらに追求しました

－展示会・セミナー同時開催－

その他連携機器も多数展示予定です 詳細は裏面をご覧下さい

医療 ICT フェア 2018
　in 広島



電子おくすり手帳

電子薬歴上で電子版お薬手帳の内容を
確認できまた他薬局での調剤情報を
薬歴表紙に取り込むことも可能です

電子おくすり手帳Web 予約システム
患者さんがインターネットを利用して携帯電話や
パソコンから診察の順番をとることができます
インターネットに接続されたパソコンを
用意するだけで、とっても簡単操作・らくらく導入！

出展メーカー
・奥行を大幅改善し、クリニック向けスタイルにフィットした自動精算機（奥行30㎝を実現）
・22インチワイド型タッチパネルディスプレイを搭載
　ご高齢の患者さまにも見やすく、また操作も非常に分かりやすい構造となっています
・計算終了と同時にリアルタイムで精算が出来るので会計待ち時間が短縮されます
　医療費以外の自費にも対応できるよう１円硬貨の出金対応が可能
・医療費はもちろん医療費以外の物販・預り金の入出金の管理が可能
・リアルタイムに入出金情報を確認することが可能
　また、釣銭切れなどの警告を事前に知ることができます
・日計表の出力が可能

・クリニック向けの省スペース・省コストを最優先に考慮した製品
・操作履歴管理機能を搭載
・レセコンとの連携により請求額・未収金一覧を画面上で確認することが可能
・MedicoM-HRVと連携することで電子カルテ端末でオンライン診療が実施できます
・楽にはじめられて、ずっと続けられるオンライン診療システムです
・診察券を簡単スピード発行
・薄型PETサーマル診察券、磁気書き込み対応、リライト機能付き
・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

・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
・広帯域高感度のプローブ
・高画質・広視野角モニター
・直感・シンプル操作
・診療予薬システムだけを専門に開発･販売･サポートを一貫している会社です
・時間予約･順番受付･時間枠予約を併用も、運用途中での変更も可能です
・あらゆる科目に対応、機能に不足があれば柔軟にカスタマイズします
・問診データの内容など、ＨＲシリーズと連動実績が豊富です
・ＭＳＫクラウドは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
・深刻化するサイバー攻撃を防ぐ、ＭＳＫクライドの多層防御
・「Ｍ　見守る！」「Ｓ　知らせる！］［Ｋ　駆けつける！」
・医療介護施設向け次世代型デジタルサイネージ
・音声合成技術・デジタルサイネージの技術を組み合わせ、医療介護施設の
　人手不足解消ケアサービスの向上に大きく貢献！
・カラオケ・クイズなど様々なコンテンツを提供
・素早く簡単な監査手順
・監査の記録を全て保存
・バーコード識別機能が加わり、さらに利便性向上
・全国38,500事業所を超える導入実績！
・請求事務業務から介護現場の記録業務まで対応
・介護記録の電子化による事務業務時間の短縮
・見守りシステム(介護ロボット)とも連携し記録を一元管理し業務軽減
　※NISSHA社製見守りシステムとの連携となります
・1枚円盤93包タイプの業界最小モデルが新登場
・分包数は最大135包に設定変更が可能（オプション）
・自動錠剤供給装置（６６カセット）との連携が可能（オプション）
・ステージに薬をのせて撮影ボタンを押すだけで薬種・数量を同時判定
・専用の通信回線により、医薬品のマスター登録や更新作業が自動化されました
・わずか３０秒で軟膏調剤・製剤を完了
・もう、なんこう板上での作業は必要ありません！

株式会社カンザ

監査支援システム
「PROOFIT」

新興サービス株式会社

株式会社タカゾノ

調剤監査システム
「audit」

MSKクラウド

ケアアシストサイネージ

福祉業務支援ソフト
介護保険対応版

「ほのぼのNEXT」

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
「スタンダード」
「プレミアム」

「分析オプション」

情報通信
コンサルティング株式会社

診察券発行機
「MSCard-Shot」

株式会社
インテグリティ・ヘルスケア

コニカミノルタジャパン株式会社
超音波診断装置

SONIMAGE HS1
製造販売元：コニカミノルタ株式会社

認証番号：226ABBZX00051000

自転・公転ミキサー　軟膏調剤・製剤機
「なんこう練太郎」

全自動分割分包機
「Crestage-Solo2」

出展商品

小型自動精算機
「TEX-30」

窓口用自動精算機
「HPW-8700」

窓口用自動レジスター
「HPW-30D」

株式会社アルメックス

オンライン診療システム
「YaDoc」

診療予約･受付管理システム
「ドクターキューブ」



以下の個人情報の取扱いについてご同意の上、
ご記入頂き、FAXにてお申込み下さい。 FAX 082-238-2279
●お預かりした個人情報は、お申込み頂いた商品やサービスの把握、事務連絡のほか、各種ご案内（刊行物、展示会、セミナー等）やアンケート、広告主の製品やサービスのご案内に利用させ
て頂きます。●当社の個人情報統括責任者は本部長となります。●当社は個人情報を適切に管理し、漏洩の防止に努めるとともに、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく第
三者に提供及び委託いたしません。お客様情報についての照会・訂正・削除を希望される場合は、お手数ですが表記の連絡先までご連絡下さい。速やかに対応させて頂きます。

セミナー申込書
ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社

　

ご紹介特約店
（ご紹介者）

貴医療機関名
ご連絡先

（住所・TEL・FAX）
ご担当者様

〈ゴム印でも結構です〉

セミナー
□ 第 1 部　（　　　　　名）　□ 第 2 部　（　　　　　名）
□ 第 3 部　（　　　　　名）　□ 第 4 部　（　　　　　名）

このほかにも出展調整を行っておりますので、出展商品は変更になる場合もございます

出展メーカー
・対面型のセミセルフレジでお会計は患者様に行っていただきます
・自動精算による違算解消で現金管理が楽で正確になります
・スタッフ様は現金に触らないので負担軽減が期待されます
・標準12誘導心電図に新たな可能性をもたらす導出18誘導心電図を標準搭載
・装置からDICOM出力可能、システム親和性を強化
・エルゴメータやトレッドミルを用いた運動負荷試験が可能（オプション）
・CBC＋CRPが一台で測定可能
・真空採血管の蓋をしたまま測定可能（感染予防に）
・静脈血採取が困難な患者様に20μLの微量血採取で測定可能
・生理検査、血液検査、画像検査、外注検査を一元管理
・検査データはクラウドサーバに安全に保存
・往診先など院外でも検査結果を確認　在宅医療を強力にサポートします
・測定データの自動転送での共有と、業務削減
・多職種の参加を推進
・柔軟なシステム連携体制で業務効率を削減
・薬剤部門で必要とされる機能を1台のPCで実現
・オーダリングシステムや電子カルテシステムとの連携
・服薬指導、調剤業務の合理化を支援
・画像認識とオートメーション技術により一包化薬の「計数鑑査」を支援

・高い鑑査性能　正判定率99.5%以上※当社評価条件による

・エビデンスの強化　全処方・全薬包の画像と判定結果を記録
・様々なデータベースによる処方監査の充実
・アドヒアランス向上プログラムを用いた服薬満足度向上
・先確認、かかりつけ薬局、在宅業務をサポート
・薬剤師さんのさりげない自己PR
・お薬の変更点を帳票にてお渡し可能
・スマートフォンやPCでいつでも処方歴が参照できる

検査オーダリングシステム
『HOSTIA（ホスティア）』

・電子カルテと連携し、依頼書と検体ラベルを印刷します
   依頼書と検体ラベルには電子カルテからの患者情報が印字され、手書きが不要です
   容器記号も記載されており必要な容器が一目でわかります

PDF報告書閲覧システム ・電子カルテと連携し、ボタン１つで細菌・病理・細胞診の  PDF報告書を閲覧できます

・撮影装置やデータ群とシームレスに連携

・さまざまな画像処理で、さらに見やすい画像へ

・多彩なサービスで、より“安心”で“快適”な医療環境へ

・導入期間の短縮化、運用保守作業の低減によりコストの削減
・看護必要度、医療区分、ADL評価表作成支援機能により業務の低減化を図る
・クラウド化への対応可能

富士フイルムメディカル株式会社

富士画像診断
ワークステーション

CC-WS674型
製造販売元：富士フイルム株式会社
認証番号：22200BZX00909000

全自動血球計数・
免疫反応測定装置

MEK-1303 セルタックα＋
届出番号：13B1X00206000362

クラウド検査
ファイリングシステム
　「PrimePartner」

日本光電工業株式会社

薬剤部門業務支援システム
「RINkS」

一包化薬鑑査支援システム

対面型薬剤情報システム
「DrugstarLead」

出展商品

株式会社寺岡精工

PHC株式会社
バイオメディカ事業部

病院向け電子カルテ
「Wing」株式会社ライブワークス

薬局情報共有システム
「DrugstarPrime」

東日本メディコム株式会社

一般社団法人 広島市医師会
臨床検査センター

セミセルフレジ
「HappySelf」

医療介護
ネットワークシステム

「LAVITA」

解析付心電計
ECG-2400シリーズ

認証番号：228ADBZX00102000



調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです

2018 診療報酬改定の抑えておくべきポイント
～改定 Q＆A と事例紹介～

講師：ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社　
　　　営業戦略本部　営業管理部　医療事務課　課長代理　二宮　由美子

診療所・病院の院長先生や事務長様にぜひお聞きいただきたいセミナーです
第 1 部：14：00 ～ 14：50　

第２部：15：10 ～ 16：10

第 3 部：16：20 ～ 16：40

2018 診療報酬改定をふまえた
保険指導の傾向と自主点検ポイント

～変わりゆく薬局システムの未来像～

調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです

第 4 部：17：00 ～ 17：40

講師：東日本メディコム株式会社 
　　　システム開発部 医療 ICT 担当 次長　野本 禎

電子お薬手帳の今後の可能性
講師：ＰＨＣ株式会社 メディコム事業部 
　　　事業企画部 ヘルスケアサービス課 主任 原 淳司

調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです

2018 診療報酬改定の抑えておくべきポイント
～改定 Q＆A と事例紹介～

講師：ＰＨＣメディコムネットワークス株式会社　
　　　営業戦略本部 営業管理部 医療事務課 課長代理 二宮 由美子

診療所・病院の院長先生や事務長様にぜひお聞きいただきたいセミナーです
第 1 部：14：00 ～ 14：50　

第２部：15：00 ～ 16：00

セミナー

診療所・病院の院長先生や事務長様、
調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです
診療所・病院の院長先生や事務長様、
調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです

第 3 部：16：05 ～ 16：35

会場の都合もございますので、裏面のにご記入の上 FAX にてご返信をお願い致します。

定員 50 名参加費 無料13:45 受付開始 参加費 無料

2018 診療報酬改定をふまえた
保険指導の傾向と自主点検ポイント

～変わりゆく薬局システムの未来像～

調剤薬局の経営者様や薬剤師様にぜひお聞きいただきたいセミナーです

第 4 部：16：45 ～ 17：25

講師：東日本メディコム株式会社 
　　　システム開発部 医療 ICT 担当 次長 野本 禎

電子お薬手帳の今後の可能性
講師：ＰＨＣ株式会社 メディコム事業部 
　　　事業企画部 ヘルスケアサービス課  主任 原 淳司

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 
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 

13:45 受付開始

「Society5.0下での医療機関のIT化戦略」
～医療データの利活用の方向性～

「Society5.0下での医療機関のIT化戦略」
～医療データの利活用の方向性～


