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【リライトカード型  診察券発行システム】

特長１特長１ 特長２特長２

特長３特長３

磁気カードリーダに診察券を通すことにより、
患者コードを入力することなく、患者の情報
を呼び出せます。

LAN 接続された別の端末
からも発行可能 !

※接続外略図

再来受付システムとの連動も可能！

※HR系のみ（MC-X系には対応しておりません）

従来の再来受付システムは高機能。だけど高価なものでした。
そこで！　機能を絞ったシンプルで安価な再来受付システムを・・・の発想からWELLIN-Sは誕生しました。

（簡易再来受付システム）

※受付の方法は2つのパターンを選択頂けます。

■パターン１（発行機1台運用）

事務員様が受付をします。
通常の診察券発行（HR-REMEC）も行います。

■パターン２（発行機2台運用）

患者様には受付カウンター
に設置された受付機に、診
察券を通して受付して頂き
ます。

通常の診察券発行のみ行
います。（予約システム導入
の際は、次回予約日時印刷
も可能です）

事務員様

事務員様

患者様

患者様より診察券を受け取ります

診察券を利用し簡単に患者様受付を行います。
受付患者様情報は、HRの来院患者一覧画面に表示されます。

※患者様に受付を行って頂く（パターン2）

受付を行うと、診察券に「受付時間」、「受付番号」が印字されますので、安心して御利用頂けます。

※事務員様が受付を行う　   （パターン1）

対応機種
Medicom-HRV・HRiV・MC-X 系

- 2 - - 3 -

重量
最大書き換え回数
カード書き換え時間

接続ケーブル

約2.5Kg
約300（回）

3（秒）

USB

接続可能台数  端末機台数分
以上に接続可能
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フクダ電子株式会社 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

LAN 接続 LAN接続

も実現。
低 価 格低 価 格

日本光電工業株式会社

全自動血球計数器

全自動血球計数器と RS-232C にて
接続し、検査結果データを取得・
保存します。

自動取込

【検査結果画面】

【グラフ画面】

フクダ電子株式会社

　　シーメンスヘルスケア・
ダイアグノスティクス株式会社

日本光電工業株式会社

メーカー 対応機種

RS-232C 接続

※自動取込ソフトにより、
　検査結果を取込んだ時の電子カルテ
　（Medicom-HR）側の表示例です。

検査終了時にデータを受信。対応機種
Medicom-HRV
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東ソー株式会社

アークレイ株式会社

富士フイルム株式会社
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【POS レジシステム】
フ　　ル　　ハ　　ウ　　ス

タッチ！

タッチ！

患者様を呼び出した時に不在だった場合、
表示色を変えることが可能です。

会計の終了順に表示されます。

頂戴した金額での
領収証が発行されます。

画面タッチ式の入力方法により操作性とスピードが向上！
今まで、紙ベースで管理していた未収金がパソコンで
簡単に管理出来るようになります。期間はもちろん金
額指定で、簡単に現時点での未収が把握出来るので、
大変便利です。

【未収金管理画面】

様々な帳票の出力も可能（カスタマイズも出来ます）

【基本情報画面】

上！

対応機種
Medicom-HRV・HRiV・MC-X 系
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2014/4/1 2015/3/31

H26年4月1日～H27年3月31日 平成27年4月20日

26
27

発生日　26 年 8月 25 日
領収日　27 年 1月 23 日

【督促状サンプル】
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【参照カルテシステム】
リ　フ　ァ　レ　ン　ス

※ 操作の大半はマウスのみ。
※ 「メディコム」( レセコン ) からのデータを常にリアルタイムに受信。（前月以前のデータ修正も変更）
※ 自宅等 ( 診察室以外・オフライン ) へ PC を移動しても操作が可能。
※ 業務の追加変更を行います。お客様の要望で新たなシステムを作成し、所定のアイコンへ登録が可能です。

カ
レ
ン
ダ
ー
エ
リ
ア

患者情報エリア

画
像
エ
リ
ア

特長１特長１

◆検査結果データを取り込み、
　グラフ表示で結果の推移を
　見ながら診察が可能。
◆最大３項目のグラフ表示が
　可能です。

◆検査結果は A5用紙にプリント
　アウトして、患者様にお持ち帰
　り頂くことが可能で、患者様サ
　ービスとしてもご活用頂けます。

※項目は抜粋で 10 項目、グラフは 3項目、
　過去履歴は 5回分となります。

特長２特長２

※文章の編集は Excel となります。
面倒な患者様情報の入力は、レセコンから取り込みますので、手間を減らすことができます。

特長３特長３
上部に処方歴、下部に検査結果と時系列で表示できるので、患者様への説明にも便利です。

表示したい検査項目に
チェック（レ印）を入れ、
【処方歴】をクリックします。

処方された部分は緑色で表示され、
重複している部分は黄色で表示されます。
また、チェックをつけた薬剤のみの表示
も可能。

【処方歴部分】

【検査結果部分】
処方歴と検査結果の時系列表示が可能。
ボタンでの期間指定もできます。

対応機種
Medicom-MC-X 系
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電子カルテ導入を断念された？先生へ好評です！
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【次回予約システム】
ウ　ェ　イ　ト　レ　ス

■一画面で 3ヶ月先迄の予約状況が確認出来るため、患者さんを待たせずに予約を行うこと
　が可能です。
■医療機関・診療科別・医師別に予約を管理します。
■リライトカード対応ですので次回予約日の印刷も同じカードを使うことが出来ます。
　また、磁気で患者 IDを保存してありますので、カードを挿入するだけで患者 ID入力や、
　予約データ照合が簡単に行えます。
■医師スケジュールを参照することが出来ます。

特 長特 長

１１月１６日　９：００の予約
患者の一覧表示。生年月日、電
話番号、コメント、最終来院日
等の豊富な情報を見ることが出
来ます。

３ヶ月カレンダー表示。
午前診、午後診の予約状況が一
目でわかります。青は、定員数
に対し空きがあることを示し、
赤は、予約が一杯もしくは休診
日を示しています。

１１月１６日の予約状況の
詳細。定員数に対し予約数
を表示します。定員数に対
し予約が一杯になると、赤
表示されるので、一目で空
きを探すことが出来ます。

医療機関・診療科・医師を選択
した予約状況が右側の３ヶ月カ
レンダーに表示されます。

簡単操作で予約をとり、リライト型診察券に予約日時を書き込みます。

【予約済みデータの照会】
個人の予約日の照合を行います。
電話などでいつの予約だったか等の
問い合わせ時に簡単に照合すること
が出来ます。カードの再発行もこの
画面から行うことが出来ます。

【予約状況一覧表示】
指定日の予約患者一覧を画面で見る
ことが出来ます。この画面から指定
日予約一覧を印刷することも可能です。

【予約計画修正】
簡単に日々の予約計画の修正
が行えます。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

リライトカード対応

※診察券 兼 予約券
　保険者番号や最終来院日等の情報も印刷可能です。

対応機種
Medicom-MC-X 系
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エイド病院

エイド病院

エイド病院

長尾 光洋
西尾 文子
吉田 智子
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【預り金管理システム】

■複数の患者様へ入出金項目を一括入力する事が出来、集計や残高一覧等の資料を簡単に作成・出力が可能です。
■患者様本人や代理請求者に対し、明細書を発行（郵送）する事が可能です。
■メディコム連携システムですから、患者情報の入力等は一切不要です。
■従来のメディコムの小遣い銭管理とは異なり、メディコムではなくパソコンで管理が可能です。
■パソコンがあれば、医療機関内の何処からでも管理が可能です。

ポ　　マ　　ニ　　ー

何処からでも小遣い銭の管理が可能。安価で便利な機能をご提供させていただきます。

特 長１特 長１ わかりやすく簡単に

※別途ライセンスが必要です。

特 長２特 長２ 現場に沿った機能が満載
■患者様毎に、いつ何をどれだけ購入したか？１ヶ月単位で分り易く表示します。
■患者コード指定にて、特定日や複数にわたる日付へ出金データの入力が可能です。
■複数の患者様に対して、同項目の出金データを一括して、登録する事も可能です。
■明細書・項目集計一覧・残高一覧などの資料が、患者コードや対象日等の条件にて作成が可能です。

①患者様検索画面でコード検索、
　あいまい検索を行えます

②１ヶ月分の入出金内容が一目で
　分ります。登録項目削除もこの
　画面から行います。

③項目登録画面で特定日や複数日
　での登録ができます。

■ 特定日や複数にわたる日付の項目が一括で登録できます。
■ 複数にわたる日付の一括登録だけではなく、同じ項目で複数の患者様への一括登録を行うことができます。

◆項目別／患者別集計や残高一覧は帳票として出力できます
集計は患者別・項目別で帳票に出力することが可能です。売れ筋商品等の分析に
もご利用いただけます。

項目別か患者別のどちらの集計表を
選択できます。

集計表の出力順を選択できます。

対応機種
Medicom-HRV・HRiV・MC-X 系
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◆帳票サンプル
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【POS レジシステム】
フ　　ル　　ハ　　ウ　　ス

【硬貨つり銭機】260（W）×540（D）×130（H）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【紙幣つり銭機】220（W）×540（D）×130（H）mm　　（突起部を除く）

在宅患者様は概ね来局されない事を前提とし、通常の会計待受画面へは表示されません。訪問時
に請求書や仮領収書を発行することが可能です。

施設入所の患者様へは施設での一括請求・入金が可能です！月単位・施設毎に精算が可能です。
また、個別のスポット精算も可能です。

薬局様個別に欲しい内容の帳票などが違う場合がございます。しかし当 POS レジではオリジナル
の日報を作成することができ、この柔軟な対応が好評です。

対応機種
PharnesⅢ シリーズ
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￥500

当社オリジナルの POS レジシステムにおいて人気のある機能No.1 と No.2 をご紹介いたします。

その他にもたくさんの機能があり、カスタマイズも可能ですので
お気軽にご相談下さい！

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維
持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年
1 月 1 日～平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだOTC 医薬品（いわゆるスイッチ
OTC 医薬品）の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対
価額の合計額が１万２千円を超えるときは、その超える部分の金額（上限：
８万８千円）について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。


