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予約・受付から、
診療・処置、
会計
その他医療機関関連業務を一元化！
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検索

医療改革

全ての機能がここにある!!
電子カルテ機能に留まらない、まったく新しい医療感情を実現する「総合医療システム」
。
予約・診療・オーダリング・会計・その他医療関連業務の全てを一元化。

患者さん、医療機関のニーズを最優先とした新時代の医療改革

受 付・会 計・事 務

患者さんの写真を保存したり、患部を画
像として保存する時などに使用します。

自動問診システム

会計時にMAC24と連動して金庫が開錠します。
従来のレジスターが不要になります。

視認性に優れた大型モニターに
診察の進行状況を表示。
スムーズ
な診察を実現いたします。

診察カードプリンタ
磁気カード診察券、
リライトカード診察
券など多種多様に対応した診察券を印
刷することができます。
カードリーダー
との組み合わせにより簡単な受付も可
能になります。

キャッシュドロア

診療状況表示
大型モニター

カメラ

会計
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予約・受付
ID順、氏名順、
年齢順など表示方法
を自由に切替できます。画面には
新患、再診患者と予約患者を色分け
して表示でき、
進行状況も一目瞭然
です。保険証、
紹介状、レントゲン
などはスキャナーでデジタル画像
保存を行い、文書などの紛失トラブ
ルは起こりません。

1

MAC24は従来の電子カルテとは異なり、単なる紙カルテの電子化に留まらず、
受付、診療、
事務、オーダリング、
会計などの医療機関関連業務を一元化する、レ
セコン一体型の総合医療システムです。

診察室

ezSleep (イージースリープ)
MAC24 ezSleepシステムは、
睡眠時無呼吸症候群専用の電子
カルテです。紙カルテとは違い、
患者さんのデータを容易に呼
び出すことができます。診断結果の入力、
CPAP、PSG等の
SAS特有の検査値の記録、
初診時や検査前、検査後に実施する
患者アンケートが同時に閲覧できます。このようにさまざま
な角度から患者さんの診断を行うことができるシステムです。
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受付
●新患受付
●再来受付

●会計計算
●窓口会計
●領収書発行
●院外処方箋発行

ペンタブレット
カルテ画面に直接書
き込むことで、業務の
効率化を実現します。

診察の来院受付や予約を自動受付機が行
います。
音声案内機能搭載で診察券をセ
ンサーに通し、
画面タッチ操作により受
付が完了します。

●レセプト発行

レセプト

情報はカルテ入力の時点でレセプトに反映されるため、時間がかかりません。
メニューはレセプトに関する項目を明瞭化。
新規作成されたリストを確認したり、印刷後のリストを修正することができま
す。リスト作成から月のまとめまで必要なときに閲覧することができます。

データ送信

診察

指示箋情報

●カルテ入力
●処置指示書作成
●検査画像確認

データ送信

等々

診察情報

検査結果

MAC24
つの機能

処方箋・領収書・レセプトの印刷を行います。
公費関連のレセプトもここで印刷します。
光磁気ディスク
（MO）
やフロッピーディスク(FD)
へ保存することもできます。

処置室
●カルテ参照
●処置指示書確認
●処置結果入力

●処方指示情報発行

データ呼出

データ呼出

病棟
受付情報
データ送信

電子カルテ総合医療システム

高速プリンタ

指示箋情報

入院看護

検査室

●入院受付
●看護

データ送信

●カルテ参照
●処置指示書確認
●処置結果入力

その他
診察情報

検査
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●給食

データ呼出

データ呼出

検 査・処 置 室

検査結果

健康診断

CTスキャン

看護

病気や患者さんにあわせた細かなコント
ロール管理とカロリー計算に対応してい
ます。

受付情報

診察室・検査室

等々
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看護

診察室

事務
●診察券データ入力
●情報の修正・追加
●問診入力
●カルテ確認

自動受付機

給食

受付・会計・事務

会計

電子カルテ

簡単なペン入力方式のタブレットPCを
使った自動問診システムが、
患者さんの
症状などをペーパーレスで電子カルテに
反映させることができます。

総合医療システムの業務フロー
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薬局
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入院から退院までの患
者さんの症状経過を詳
細に管理できます。病棟・
病室別の薬剤管理と予定を一
目で見やすく表示。ナースの
勤務スケジュール管理画面に
も対応し、全ての経過を一覧に
してわかりやすく表示します

薬局

入院から退院までの患者さんの症状経過
を詳細に管理できます。病棟・病室別の
薬剤管理と予定を一目で見やすく表示。
ナースの勤務スケジュール管理画面にも
対応し、全ての経過を一覧にしてわかり
やすく表示します。
※ 写真で示した接続機器は一例です。対応状況についてはご相談ください。

カルテから転送されてきた薬剤情報等は、薬局で各種
印刷や表示がされます。カルテ情報移動時間の大幅
な短縮は患者さんの待ち時間の減少につながります
。また、転送されてきた薬剤情報の印刷
方法を情報が転送された時点で自動で
印刷、
患者さんを個々に選択して印刷
に対応。

レントゲン撮影機
多種多様な機器と接続
し、
連動することにより
、
業務の一元化と効率化
を実現します。

総合健診システムを標準装備
一般検査、血液検査、大腸がん検査、胃がん検査、
判定など数々の健診に対応し
ています。特定健診、
人間ドック、企業健診にも使われております。

院内業務の効率化を図り、患者満足度を向上
医療現場の事務作業の効率化・コスト軽減と、高度で良質な医療事務を提供することをお約束します。
予約・受付

会計

多様な診療に対応できる柔軟性。
簡単操作で確実な診療をサポートします！

誰でも予約受付でき、
予約状況が一目で分かる

詳細な情報と豊富な会計機能を提供

病院、
医師別にスケジュールをインプットすることで簡単自動予約。予約の電話があっても院内職員全員が予
約受付できます。患者さんのカナ氏名かIDまたは電話番号を入れて、
予約したい日をカレンダーから選んでい
ただくと、
その日の予約状況が一目でわかります。あとは空いている時間をクリックするだけ。もし間違えて
も予約してすぐに変更できます。また、
各ドクター別にあわせた時間内人数設定も可能です。週間、月間の医
師別予約スケジュールが一目で見ることができ、
多忙なドクターのスケジュール管理にも最適です。

医師の診療が終わり登録ボタンをクリックするとすぐに会計に転送。
コンピューターが診療にかかった費用をすべて計算してくれるので、待
ち時間が大幅に短縮されます。未収の場合は未収ボタンをクリックする
だけ。コンピュータが保存して次の会計にまわすことができます。
窓口ではお金を頂くだけです。頂いた金額を入力するとおつりも計算さ
れ表示されます。領収書も瞬時に発行できます。小口現金などの一般会
計もこちらの画面で行えます。

大切な患者さんを待たせません

薬局

スピーディーで正確、
効率よく会計

柔軟な対応が可能な各種設定画面

診療や予約の受付を自動受付機が行います。患者さんは診察券(磁気カード)を入れるだけ。タッチパネル画
面と音声案内により、
ご年配の方でも簡単に操作していただけます。また、
待ち時間を利用した自動問診シ
ステムにより、
診察時間の短縮にもつながります。

医師が処方の入力を終了すると同時に、薬局に設置してあるコンピュー
ターに処方内容が表示されます。カルテが移動しないので、患者さんの
待ち時間は短縮されます。処方箋は自動発行、手動発行どちらでも印刷
できます。薬局情報の印刷、薬袋に薬剤情報を印刷して発行することも
できます。

新規の患者さんも簡単受付

自動受付機

カルテ

受付した患者一覧が画面に表示されるので、
受付の内容と進行状況が一目で見ることができます。問診や
患者コメントをメモツールで記録、
伝達することができ、
伝達の範囲も設定できます。新規患者の登録に必
要な保険証のコピーもスキャナーで取り込んでカラー保存しておくことができ、
効率よくスピーディーに
受付することができます。

自動問診システム

健康診断

患者さんの信頼はここから生まれる。正しいそして新しい情報で、
確実で簡単スピーディーにカルテ作成

使うほどに磨かれる操作性

理想のインフォームコンセント

患者さんの名前またはIDを入力すると、
過去の患者情報により自動的に最低限必要な診療内容がカル
テに算定されて出てきます。あとは過去のカルテを瞬時に閲覧することができるので、Doでの一括
入力で作成。セット入力も行えます。もちろんレセコンとしての機能も備わっているので、
コード入
力でカルテ作成スピードもアップします。過去に登録された薬は個人処方として保存され、
そこから
選択、
登録することも可能です。もちろん内容変更、
削除も分類ごとに修正することもでき、
処方数量
など細かい修正も簡単に行えます。投薬も処方された日数が時系列に表示され、
定期的に薬を出すこ
とができます。

レントゲンや検査画面、
紹介状などの書類や資料、
デジカメのデータも
取り込み編集することができます。また内視鏡の画像、
心電図の波形、
エコー画像などリアルタイムに取り込み現在の状態を見ることが可能
です。
（一部オプション）
ドクターと患者さんが一緒に画面を見ながらレントゲン写真や検査結
果の分かりやすい映像とともに病気の状態についての説明、
あるいは
治療方針を話し合ったりすることもできます。

広がる可能性

適切な情報管理・検索

Subjective(訴え) Objective(所見) Assessment(評価) Planning(計画)と用途別になっているので
患者状況を詳しく入力することが可能。入力支援もついているので用語を選んで、
マウスでクリッ
クするだけです。もちろん入力支援の原文も簡単に編集・追加でき、
ドクターの普段使っている文章
で作成することができます。患者さんの通院歴も一目で分かり、
過去の診療内容、
処方内容も全て分
かります。こちらの画面からでもDo処方が行えます。行った検査を時系列に見ることができ、
患者
さんの状態が一目で分かります。心音などの音声入力も可能です。紹介状や各種報告書もマウス操
作のみで作成することができ、
その場で紹介状を渡すことができます。

病名、
診療、
薬、
注射、
処置、
検査、
画像、
医療材料などを
「厚生労働省基本
マスター」
という厚生労働省から出されているコードで管理しており、
厚生労働省からダウンロード。常に新しい情報を各医療機関に配信し
てお届けします。

オーダリング

検査・注射・処置・レントゲン・各オーダー機能

医師からの指示を瞬時に確実表示できるオーダー機能
医師が検査・処置をカルテから
転送すると瞬時に処置室・検査
室のプリンターより自動的に
指示書が印刷されます。
指示された検査・処置の終了後
画面のリストにチェックをつ
けて終了。効率よく業務をこ
なすことができ、
能率がアップ
します。
検査・処置の結果データはカル
テのドクター画面のNewデー
タにすぐに反映され、
医師はすぐに検査や処置のデータを受け取ることができます。検査・処置
結果は時系列で表示され、
医師は傾向をすばやく把握することが可能になります。

看護

看護師の負担を軽減

入院から退院までの患者の状態を詳細に記録す
ることができ、
病棟・病室別や、
患者個別データを
グラフィカルに表示することが可能です。

給食

一般健診から特殊健診まで全てに対応した
「総合健診システム」

診断項目を自由に組み合わせ、
オリジナルの健診コースが作れます。
診断はあらかじめ登録された語句やボタンをクリックしていくだけで、
スムーズに行えます。

細かなカロリー計算も簡単に

レセプト

処理の短時間化を実現

栄養給食管理ソフト
「メディカロリー」
との連携で、
職種を選択するだけで
食事メニュー、
カロリー計算がされ、
症状経過にあわせた食事管理ができま
す。疾患別のコントロール食や禁止食品画面も詳細に管理することができ
ます。

また、
看護師の勤務スケジュールや申し送り等も
事細かに記録することができるので、
業務提携
がとてもスムーズになります。
ほとんどのデータは印刷することでわざわざパ
ソコンの前まで行かなくても患者データを携帯
することが可能です。看護業務の全てをこの機
能で管理することにより、
看護師の負担を大幅に
軽減することができます。

レセプト印刷前に画面でレセ点検ができるので、
レセプト処理の時間を大
幅に短縮することができます。忙しい月初めに便利です。レセプトは提
出順に印刷されますので、
総括時に時間がかかりません。請求書、
総括表、
公費請求書などがすぐに提出できる狂態で印刷されます。光磁気ディス
ク(MO)や、
フロッピーディスク(FD)へ保存することもできます。レセプ
トオンライン請求にも対応しています。

患者サービスの向上で
信頼されるホームドクター

患者さんと更に強い絆で結ばれます。

高度な個人情報管理、
患者サービスに貢献

厚生労働省のガイドラインに準拠しております。
「真正性」
の確保は万全です。

カルテ情報開示にも迅速に対応
新規患者登録をしてIDを確定すると､その患者さん個人に対してどの予防接種を受けているかと、
出産

MAC24は、
厚生労働省通知の
「診療録の電子媒体による保存について」
にある､保存性・見読性・真正性の3原則に技術的に対応しております。

した時の体重や身長、
幼い頃に患った病歴やアレルギー情報などの一般既往歴や過去の通院歴や入院

特に
「真正性」
については、
一度確定したカルテデーターは修正や変更の履歴が赤字となって記憶される仕組みとなっており、
厚生労働省のガイドラインに対

歴、
親族情報や親族の死亡原因、
現在の身体の状況や病歴情報などの一般既往歴を登録管理することが

応した信頼性の高いシステムです。

でき、
重要情報の見落としを防止します。

多様なニーズにも柔軟に対応できます。

スキャナーで外部の医療機関から持ち込まれたレントゲンフィルムや書簡などもカルテデータに添付
・保存することが可能。患者さんの情報を一元に管理することができ、
必要時にいつでも簡単に閲覧す

豊富なオプションで更に便利

ることができます。また慢性疾患で定期的に治療をする患者さんには治療項目と期間を設定するとカ
ルテ登録時に画面で知らせてくれる設定になっており、
患者さんが自己申告しなくてもいつもと変わ

病名と検査、
薬品の適応性をオーダー投入前にチェックすることで、
誤入力による誤指示を未然に防止、
レセプトの精度の向上と作業の効率化を図り、
リス

らない同じ治療を受けることができます。カルテ開示も病名を伏せておきたい時はシークレット機能

クマネジメントに寄与します。(マイティーチェッカー等の使用) 各検査機能との接続を実現させ、
リアルタイムに検査状況をカルテの中から直接閲覧す

で見えない設定ができます。また使用者権限の設定やパスワード入力管理で、
セキュリティ管理も安

ることができます。診察券も、
医療独自の診察券を自由に創り出すことができ、
コスト削減に役立ちます。その他の診療の合理化と患者サービスの向上を

心です。ドクターにも患者さんにもメリットがあるシステム設計をしております。

図るため、
さまざまなオプション(ezSleep・総合健診システム・透析システム・在宅システム・リハビリ管理システム・PACSシステム・アンケート問
診システムなど)をご用意しております。詳しい内容は係員までおたずねください。

最新の情報を常に、
安心のITサポート
電子カルテだからできる強力サポート
MAC24は、
登録される全ての用語(薬・病名・検査・その他)は、
厚生労働省が提供する基本マスターをダウンロードしてコードを全て管理しております。
ですか
ら点数改正や薬価マスター更新など、
常に情報に変化があればそのつど厚生労働省からマスターをダウンロードし、
各医療機関にオンラインで配信しておりま

電子カルテ
「MAC24」
は、
ドクターと医療従事者皆さまの忠実な秘書になります。

す。各医療機関では、
データベースを取り込んでいただくだけで改正、
薬価更新は一元的に済み、
煩わしい作業から解消されます。何かトラブルがあった場合は

病院・診療所経営を支援します。

年間保守契約により、
リモートメンテナンスで迅速に対応を行います。

診療情報がコンピュータによって統合管理されているので日報
月報管理ができます。また薬剤などの在庫管理や住所録作成など

構成図

病 院・診 療 所

経営分析や各種統計資料などデータを幅広く活用できます。

年間保守契約

検査室

保険制度の変更、
薬価の更新、
日常の電話サポート
リモートサポート対応を受けるために年間保守契約が必要です。

介護室
受付

電子カルテ総合医療システム

MAC24

診察室

MAC24
サポートセンター
受 付・会 計
薬局

出力帳票一覧
予約・受付

診療予約票／検査予約票／カード発行／受付番号票／カルテ頭書／問診表／予約一覧表／指示書／作業表

カルテ

カルテ傷病欄／カルテ診療欄／処方欄／健康診断書／紹介状／診断書／紹介報告書／検査報告書／指導書

薬局

ＨＵＢ

検査オーダリング

サーバ

会計

処方箋／処方指示書／薬剤情報／薬袋

検査指示書／検査表／検査ラベルの印刷／検査受診報告書／処置手術／注射／その他指定指示書

領収書／一般領収書／返金受取書／中間会計報告書／最終会計報告書／会計明細書／会計未収一覧表
個人別診療会計表

電話回線

導入時

導入後

システムセットアップ
操作方法のご説明

トラブルの解決
点数改正・薬価更新

レセプトその他

国保請求書／国保総括表／社保診療報告請求書／各種公費請求書／入院案内書／レセプト／公費レセプト／日次
月次患者診療明細一覧／日次、
月次患者保険分類一覧／日次、
月次診療保険別一覧／疾患一覧／診療行為一覧

●その他ご希望により各種出力帳票を作成いたします。

●各種医療ソフトウェアの開発・販売・保守を行っております。詳しくは係員までお尋ねください。

