
この方向でFAXお願いいたします。
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医療機関名

ご住所 〒

ご氏名 役職 同行者

名

電話番号 FAX番号

お申込みは下記項目をご記入のうえ、下記番号までFAX送信してください。

□神戸会場 ANAクラウンプラザホテル神戸

078-382-8600
▼ お申込先FAX ▼

ご参加人数　　　　名

●参加を希望されるセミナーの□内にレ点を付けてください。併せてご来場予定人数をご記入ください。
●会場ごとにお申込みFAX番号が違います。両会場ともご参加を希望される場合は、お手数ですが各々FAXをお願い致します。

□姫路会場 サンシャイン青山

079-223-5008
▼ お申込先FAX ▼

ご参加人数　　　　名

「2018年ダブル改定を踏まえた診療所・薬局のマネジメント戦略」
～地域住民・患者さんに選ばれるための診療所・薬局づくり～

参加費
無料

2018年 5月19日（土）15：00～17：00日 時

2018年 5月26日（土）15：00～17：00日 時

ANAクラウンプラザホテル神戸 9F サフランの間会 場

サンシャイン青山 本館 2F カントリーハウス会 場

 おお  にし     だい  すけ

大西 大輔 氏　
MICTコンサルティング 代表 メディキャスト株式会社 顧問

講 師

　2018年の診療報酬改定は2025年の地域包括ケアシステムの完成に
向けた試金石として位置づけられます。6年に一度の医療と介護の同時改
定でもあるため、医療と介護の連携はもちろん、点数の整合性を図る上
でも重要な内容となっています。
　今改定の背景には、急速に進む超高齢社会がもたらす社会保障費の高
騰と働き手不足という深刻な問題があります。そのため、政府は「医療費
の抑制」と「働き方改革」を本気で取り組む必要性を感じ、さまざまな部
分にメッセージとして盛り込んでいます。
　わたしたちが、今回の改定を追い風にするか、向かい風にするかは、明
日からの取り組み次第です。是非、このセミナーできっかけをつかんでい
ただければ幸いです。

01年一橋大学大学院ＭＢＡコース修了後、医療専門コンサルティングファーム「日本経営」入社。02年医療ＩＣＴの展示場
「メディプラザ」を開設。13年には医師の右腕を院内に育成する「電子カルテクラーク導入プログラム」を開発。16年に
コンサルタントして独立し、現在は診療所・薬局のオペレーション改善指導、医療ＩＣＴメーカーのコンサルティングなどを
行っている。医療クラーク事務専門学校の非常勤医師も務める。

profile

〈目次〉
・平成30年度ダブル改定の盛り込まれた政府のメッセージ
・患者さんの行動変容をもたらす指導（生活習慣・服薬）の進め方
・診療所と薬局の双方向コミュニケーションの進め方
・働き方改革を取り入れた魅力的な職場づくりの進め方
・ライバルに差を付けろ！「オンライン診療」と「オンライン相談」
・患者さんから選ばれるための診療所・薬局の作り方 ※出展する機器は、変更になる場合があります。

●新規開業をお考えの際の相談も承っております。　●調剤薬局様向けのシステムも取り扱っております。院外処方箋をお考えの医療機関様は是非ご相談ください。　
●各システムの主張説明・勉強会等の個別相談も承ります。ご興味のある医療機関様・調剤薬局様はお気軽にご相談ください。

患者さんの日常の状態を捉える「モニタリング」、診察時の主訴を確実に把握するための「オンライン問診」、そして患者さんの表情や状態を見
ながら診察することができる「オンライン診察」。これらの機能を備えるYaDocは、患者データを集積し、医師と患者の双方向のコミュニケー
ションを深め、より一層の診療の質の向上に寄与するオンライン診療システムです。

患者データの集積

コミュニケーション

電子カルテシステム

対面診療を補完するオンライン診療システム

2018年度改正への対応、薬剤師さんへのご提案

※掲載されている画像・情報は、2017年12月末時点の開発中のものです。仕様等が変更になっている場合がありますので、予めご了承ください。
※CAT:©2009 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.

オンライン診察

対面診療を
効果的に補完する

予約時刻を目安に医師が発信。
医師と患者が離れていても、
患者の表情や状態を見て
診察することができます

モニタリング

オンライン問診

測定記録を継時的にモニターし、
患者の主訴をより正確に捉える

スマートフォンのモニタリングで、
状態変化を捉え、問診で
患者さんの入力する主訴を
漏れなく把握することができます

電子薬歴一体型システム

正確な調剤業務を支える
電子薬歴システム！

受　付 処方入力 調　剤 投薬・会計

服薬状況確認書
タブレットPCを活用して先確認！
処方入力と先確認の並行作業で効率化！

待合室 先確認

処方変更は服薬指導の重要ポイント

● 処方の変更をわかりやすく伝える
● ひとりの患者さん専用の情報提供
● 一緒に目指すQOL向上

［DrugstarLead］
対面型薬剤情報システム
変更点薬情

おくすりの変更点の説明

適切なタイミングで的確な服薬指導

● 服薬意義がしっかり伝わる
● 脱落を防いでリピート率を向上
● 医師と患者さんの
  共通の話題を提供

［DrugstarPrime］［DrugstarCereb2EX］
アドヒアランス向上プログラム

使い方を動画で分かりやすく

● 吸入剤などの使い方を動画で
● タブレットを使って患者さんの隣で説明
● 製薬メーカー作成の
  動画を利用可能
［DrugstarPrime］医薬品リンク機能

青いカバーを外します

電子お薬手帳と手軽に連携

● eお薬手帳の情報を
  電子薬歴に取り込み可能
● 服用薬剤の一元管理に
● 相互利用、重複投与
  チェックも行えます

［DrugstarPrime］電子お薬手帳連携

渡した薬剤の写真を薬歴で管理

● 薬の取り間違いを無くす
● 薬剤師のプレッシャー軽減
● 薬歴画面で写真を参照できる

［mission］調剤過誤防止システム

ドラッグスタープライム

電子薬歴システム

薬歴の記録を、
価値ある情報へ

調剤手順パネル 調剤手順に合わせた操作画面を順番に表示！

進捗状況をリアルタイムで表示
同時操作/複数薬歴表示

対 対 人物 から へ 機 能 を 強 化

Medicom Fair

医療業務の効率化をはかる最新システムを多数展示！

差出人：TAD.Co.,Ltd
返還先：〒650-0022 神戸市中央区元町通6丁目1-8 東栄ビル4F 株式会社エムシーシステム内TAD.Co.,Ltd事務局
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料金後納

メディコムフェア2   18
ANAクラウンプラザホテル神戸 9F ラベンダーの間
〒650-0002 神戸市中央区北野町1丁目　☎078-291-1121

2018年5月19日㊏ 13：00～20：00
神戸
会場

15:00～17:00

「2018年ダブル改定を踏まえた診療所・薬局のマネジメント戦略」
～地域住民・患者さんに選ばれるための診療所・薬局づくり～

講師：大西 大輔（おおにし だいすけ）氏
MICTコンサルティング 代表 　メディキャスト株式会社 顧問

参加費
無料

セミナーのご案内
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地下鉄
新神戸駅

至岡山 至大阪

至大阪

生田川IC

京橋IC

阪神高速道路

地
下
鉄
西
神・
山
手
線

山陽新幹線

加納町3丁目
二宮橋

神戸三宮駅 春日野道駅

神戸三宮駅 三ノ宮
駅

春日野
道駅

阪神電鉄本線

東海道本線

阪急神戸線

2

新神戸駅

N

ANAクラウンプラザ
ホテル神戸

サンシャイン青山 本館 2F マンハッタンドリーム
〒671-2223 姫路市青山南4-7-29　☎079-276-1181

2018年5月26日㊏ 12：00～19：00
姫路
会場

15:00～17:00

「2018年ダブル改定を踏まえた診療所・薬局のマネジメント戦略」
～地域住民・患者さんに選ばれるための診療所・薬局づくり～

講師：大西 大輔（おおにし だいすけ）氏
MICTコンサルティング 代表 　メディキャスト株式会社 顧問

参加費
無料

セミナーのご案内
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サンシャイン
青山 本館

メディコム  エムシー 検索

株式会社エムシーシステム
本　　　社　〒650-0022 神戸市中央区元町通6丁目1-8 東栄ビル4F TEL.078-382-8500㈹
姫路営業所　〒670-0955 姫路市安田1丁目5番 クレヨン第1ビル3F TEL.079-223-5006㈹

■PHCの医療IT   システム  メディコム販売代理店

http://www.mc-system.co.jp

今すぐアクセス！お問い
合わせは



調剤薬局診療所

「ATTELNO2」は、お客さまの調剤
業務を大きく変えることなく、安全
性向上のお役に立てる薬剤監査
支援システムです。

「バーコード」「計量」で
薬剤をチェック

薬剤監査支援システム

より使いやすく、
さらにクリーンに、
もっと静音に
誕生！
新世代・自動分割分包機

自動分割分包機

インターネット予約

自動音声予約

タッチパネル予約（来院受付）

DICOM画像長期保存と
用途に応じたモニタ選択
クリニック・診療所向けエント
リーパッケージPACS

日本光電工業株式会社

臨床化学分析装置
一目でわかる画面デザイン。
使いやすさへのこだわり！

心電計
大型7インチカラー液晶ディス
プレイを搭載。12誘導心電図
を鮮明に見やすく表示。

電子内視鏡システム
進化したフルデジタル
電子内視鏡システムの最上位！

これまで見たかった
画質を提供するための
多彩な機能を搭載。

電子カルテのパイオニアと
実績No.1画像ビューワの
理想的なコラボレーション。

情報通信コンサルティング株式会社

診療予約・受付管理システム

ドクターキューブ

診療予約・受付管理の
すべてをお任せください。
高い実績による経験からのご提案、細やかなサポート
とドクターキューブの拡張性で、医院様のニーズにマッチ
ングした運用を叶えます。

クラウド検査依頼
報告システム

容器ラベル発行、検査依頼、結果送信まで行える
クラウド検査システム Forest。

高出力でスポット状に照射できる
光線治療機。同時に２ヶ所の照射
が可能なダブルファイバータイプ。

光線治療機
「SUPER LIZER PX TYPE2」

ストレス測定、抹消血液循環
測定を簡便に検査を可能に
した検査機器です。

検査測定器
「Body Checker」

電子カルテシステム

医科システム

株式会社メディコムエイド

自動入出金機を標準装備とし、患者様より
「お預りした現金」を元に、「お釣り」を含
め、間違いの無い現金の授受が可能です。
日々の〆時は釣銭機との連動により、数分
で終わります。

POSレジシステム
「フルハウス」

診察券発行システム

リライトカードにより、患者様
毎の案内情報や医院の情報
が書き換えできます。

メディコムと連動の
リライトカード発行機

中島紙工株式会社

医療分野に特化した音声
入力でキーボード入力
より早く、効率的です。

音声入力システム
「AmiVoice」

対面診療を補完するオンライン診療システム

ドラッグスターリード ミスノン

missnon
処方変更は服薬指導の重要ポイント 渡した薬剤の写真を

薬歴で管理

調剤過誤防止システム対面型薬剤情報システム

●処方の変更をわかりやすく伝える
●ひとりの患者さん専用の情報提供
●一緒に目指すQOL向上

●薬の取り間違いを無くす
●薬剤師のプレッシャー軽減
●薬歴画面で写真を参照できる

プレミアムクラスに迫る高画質と、誰とでも
扱いやすいシンプルな操作性。幅広い診療
環境への対応力を備えて。

超音波診断装置
「SONIMAGE HS1」

株式会社タカゾノ

調剤監査システム「audit」
● 画像と重量による正確な監査
画像撮影による薬種確認、重量計測
による錠数確認を一度に行います。

● 監査記録を全て保存
監査作業を実施することで自動的に
監査記録が保存できます。 

新興サービス株式会社

株式会社ファルコバイオシステムズ

システム
1本化で

スムーズな運用

画面は
職員ごとに
個人設定可能

掲示板で
ラクラク
情報共有

操作しやすく
優しい画面

ほのぼのシリーズ
健診システム

健康健診のシステム化により
作業時間の短縮化や
人件費の削減に繋がるよう
お手伝いいたします。

住民健診・企業健診・
特定健診・各種ドックにも
対応！

ほのぼのNEXT®

サービスの質の向上から得られる
利用者・ご家族様の満足を最大限に引き出し、
経営の安定につながるようお手伝い！

高齢者施設・障害者施設・保育園などの
福祉サービス事業を応援！

NDソフトウェア

東京医研株式会社

患者データの集積 コミュニケーション

富士フイルムメディカル株式会社

PHC株式会社
ヘルスケア手帳®
レセコン・電子薬歴との
便利な連携！

おくすりの変更点の説明

コニカミノルタ
メディカルソリューションズ株式会社

コニカミノルタジャパン株式会社

90,000円（※ライトプラン）より作成できます。

医療機関向けホームページ作成

医院向け電子掲示システム
「お知らせ君」

有限会社ピーシーレスキュー




