
 

 

 

  

      オンライン資格確認用カードリーダー装着可 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

医療外来、入院、医事メディカルサーバーはお手持ちのＰＣで操作する診療報酬請求 

ソフトウエアです。医院･診療所様に最適な使用となります。 

オンライン請求に対応しており月ごとのご請求は容易に行う事が出来ます。 

社保・国保共、どの県でも対応可能です。 

医事メディカルサーバーは患者登録・初診・再診・手技・薬剤・傷病名・コメントの 1

つ 1つにおいて診療コードで区分されています。 

操作はキーボードとマウスを併用して操作が可能です。 

症状や医療用語の一部でも検索できセット登録しておけば便利に使用できます。 

医事メディカルサーバーはＰＣを特定していません。 

現在お使いのＰＣでご使用ください。 

最適な使用には Windows１０を推奨します。 

医院・診療所の外来向けに開発していますがオプションにて入院や労災などにも 

対応可能です。 

使用されている他のメーカーからのデータ移行はＣＳＶフアイルで患者の情報、その他

を移行いたします。（移行についてはお尋ねください。） 

都道府県ごとに必要な書式類がございましたらオーダーにて取り扱います。 

（要予約・別途注文になります） 

 

キーボード操作はＦ（ファンクションキー）を主体にコードでの入力が基本ですが 

文字検索も容易ですので必要な項目は事前にセットしておきますと内容ごとに 

いつでも取り出すことができます。 

必須入力箇所は画面上その都度ナビゲーションしていますので入力のミスは極力 

防ぐ事が出来ます。診察室／会計／検査室等でデータ共有が出来、患者の情報がリアル

タイムで確認できます。 

診察が終了した後、会計に即反映されるので処方箋・領収書もすばやく発行し 

患者様をお待たせすることなく会計処理がスムーズに終了します。 

手技、薬剤点数は新点数に変わりましたら各医院様へ配信していますので 

いつでも最新の情報で医事会計がおこなえます。 

導入にはＰＣやプリンター等の接続・設定、動作確認、指導等をおこないます。 

医院のスタイルに応じて対応していますので、お伝えくだされは提案いたします。 

 

導入後の点数や更新の連絡は e-mailにてダウンロード更新していただきます。 

診療報酬改定時は新改定内容・新変更点数にて自動で変わります。 

 

 



 

医事メディカルサーバーソフトウエア 

 

ソフト導入から運用、メンテナンスまでを医院ごとにサポートしています。 

レセプトソフトウエアの導入から運用まで、ユーザー様をバックアップいたします。 

診療所・医院用に支援するシステムでご提案しますが、少しばかり便利で簡単なＩＴ化

をお手伝いいたします。 

医事メディカルサーバーは 

ユーザー様と一緒に成長する現場主導型ソフトウエアです。 

                        
医事メディカルサーバーは、現在までたくさんのユーザー様 からご指示いただきなが

ら最適な使い心地に変化しています。 

変更箇所はご利用いただいているユーザー様に随時開示することとその後の開発に活

かされています。長い間ではありますがより良いソフトウエアに進化していると確信し

ます。今後も医事メディカルサーバーの導入に際して、きめ細やかな導入支援で容易に

ご利用を開始いただけることと思います。 

  

マスタ更新はインターネットで！ 

医療情報や各種詳細は、インターネットを通じて厚生省の点数関連・支払基金による最

新情報等、各機関にての最新の情報をＨＰより入手できます。 

 

医事メディカルサーバーの操作に関するご質問は勿論、システムアップ、各種情報の提

供も行っていますので、いつでも安心してお尋ねください。 

  

導入・更新コストを軽減 

医事メディカルサーバーは、クライムソフトが独自で開発・診療報酬改定対応などを含

めてトータルで提供しています。その為、各種メーカー製のレセコンを買い換えるとい

うモデルではなく、デバイス(ＰＣやプリンター)が古くなれば入れ替えるということで、

更新コストを軽減することができます。お客様ごとには具体的な内容とコストシミュレ

ーションをご提示しています。いつでもお気軽に御見積や 

開業に関してのご相談をご依頼ください。お待ちしています。 



導入は思いのほか簡単です 

 

Q. 今使用中のレセコンからのデータの移行はどのようにすればよいのですか？ 

A. 現在ご使用中のレセコンから、患者情報・病名情報の移行が殆どの場合可能です。（ご使用

中のメーカーによっては違いがありますので詳しくはお問合せください。） 

Q. 操作が難しいのでは？ 

A. 入力にはコード入力のほかに単語での入力が可能です。一部分入力していただければ  

推測入力が殆ど出来ます。 

Q. 操作練習は何回くらい必要でしょうか？どのくらいで出来るようになりますか？ 

A. 操作に関しては使用者それぞれですが初期導入後、数回の練習操作で大体使えると、聞いて

います。単純な使用になっているのでその場の状況に合わせて随時対応はおこなっており

ますのでその都度お尋ねください。 

 

データ破損・障害に関して 

スタッフが内容をお伺いし、エラーＮｏ．やその状況に応じて推測しサポート 

致します。早急に解決は致しますが場合により数日かかる場合もございます。 

 

製品のご紹介 

医事メディカルサーバー 

医事メディカルサーバーの導入を、お客様のＰＣ環境にあわせたシステム構成でご提案

しています。 

 

 

  

 

 



 

医事メディカルサーバー    機能内容 

  

1.基本仕様 

  

1-1 患者登録数は無制限 

  

1-2 接続可能なクライアント数の制限をなくし随時増設が可能 

  

1-3 使用者コード及びパスワードによる患者情報漏洩を防ぎ又、業務に制限をか

けることが可能 

  

1-4 レセプト電算化標準対応（インターネットによる診療請求） 

  

1-5 どの入力画面からでも患者氏名、年齢、性別生年月日、法別が確認可能 

  

1-6 厚生労働省に準じたレセプト電算対応マスタを採用 

  

1-7 医事会計システムとしての機能以外にその他アプリケーションが使用可能   

  

2.患者基本 

  

2-1 一患者一患者コードとし患者コード・性別・生年月日による同姓同名患者を

判断し二重登録チェックを行うことが可能 

2-2 郵便番号（７桁）による住所の自動セット可能 

  

2-3 患者氏名及び住所等が変更になった際、一患者コードで管理可能 

  

2-4 住所の詳細情報（番地・アパート名）の登録が可能 

  

2-5 患者コードを患者コード・患者名・氏名・生年月日から検索可能、尚且つ、

性別・来院日の指定による検索が可能 

  

2-6 患者毎にキーボード入力によるメモ(備考欄)を登録可能 

 

2-7 最終来院日の参照が可能 



                       

 

3.保険登録 

  

3-1 一患者あたりの保険登録数は 100 枚 

  

3-2 月の途中において保険を変更した場合、容易に変更が可能 

  

3-3 現在有効な保険が容易に確認する事が可能 

  

3-4 有効期限の切れている保険を保存管理可能 

  

3-5 保険者番号より記号の候補を抽出可能 

  

3-6 社保、国保、自費の保険登録が可能 

  

3-7 保険者番号毎に対応した一部負担金は任意に変更可能 

  

3-8 保険者番号、有効期限、年齢制限のチェックが可能保険番号・記号・番号等

が定かでなければ保険不適合チェックが表示されます 

 

4.診療入力 

  

4-1 マウス入力とキーボード入力の 2 通りから入力を選択することが可能・オペ

レーターの判断で任意に切り替えが可能 

  

4-2 保険の併用数は 4 つまで可能(保険 1+公費 3) 

  

4-3 会計終了後、追加で検査及び画像診断が発生した場合、検査のまるめ及び画

像診断の一連の規程に対応可能 



 

4-4 有効期限が切れているマスタ及び今月で有効期限切れるマスタに対し 

て色付けを行い誤入力を防止することが可能 

  

4-5 カレンダーまたはツリー形式(診療項目から選択)で診療入力が可能 

  

4-6 診療入力画面からレセプト参照が可能 

  

4-7 主保険と公費の組み合わせが可能 

  

4-8 期間を制限せずにデータをさかのぼり Do 入力を一日単位・診療区分単位で

行え、又、他患者(常用登録やセット登録)からの Do 入力が可能 

  

4-9 診療入力から病名登録画面への切り替えがおこなえ、修正・登録を行う事が

可能 

  

4-10 年齢による診療行為の点数を自動で計算する事が可能 

  

4-11 過去(履歴)の入力内容の参照が可能、又、過去の入力内容の表示期間を指定

することが可能 

  

4-12 診療行為のセット登録が可能 

  

4-13 同一日で複数回受診・複数の診療科及び複数の保険の入力が可能 

  

4-14 診療行為毎に適正保険を選択(公費分点など)することが可能 

  

4-15 マスタ単位で診療行為のチェックを行い 画面上で警告内容を表示させ誤

入力を防止する事が可能 

  

4-16 過去の月遅れ請求に対応可能（複数月のまとめ請求） 



  

 

5.自動算定 

 (1) 基本診療料 

  

5-1-1 初診料の自動算定が可能、初診料を算定した月から何ヵ月後に初診療を自

動入力行うか設定により可能 

  

5-1-2 再診療の自動算定が可能 

  

5-1-3 外来管理加算の自動算定が可能 

  

5-1-4 指導料及び管理料の自動算定が可能 

  

5-1-5 時間外加算（時間外、深夜、休日、時間外特例、夜間、早朝）が自動算定

可能 

  

5-1-6 薬剤情報提供料の自動算定が可能 

  

(2) 投薬料 

  

5-2-1 処方料及び処方箋料自動算定が可能 

  

5-2-2 調剤料の自動算定が可能 

  

5-2-3 調剤技術基本料の自動算定が可能 

  

5-2-4 麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又の自動算定が可能 

  

5-2-5 院内及び院外処方の 7 種薬剤逓減の自動算定が可能 

  



5-2-6 特定疾患処方管理加算の自動算定が可能 

  

(3) 注射料 

  

5-3-1 点滴注射（一日につき）の自動算定が可能 

  

 

(4) 処置料 

 

5-4-1 時間外加算（時間外・深夜・休日）が自動算定可能 

  

5-4-2 人工呼吸等において実施時間の段階的加算が自動算定可能 

  

(5) 手術・麻酔料 

  

5-5-1 時間外加算（時間外・深夜・休日）が自動算定可能 

  

5-5-2 麻酔管理料の自動算定が可能 

  

5-5-3 悪性腫瘍特異物質治療管理料の自動算定が可能、又、腫瘍マーカー検査名

をレセプトに自動的に記載することが可能 

 

(6) 検査料 

 

5-6-1 外来迅速検体検査加算の自動算定が可能 

  

5-6-2 検体検査判断量の自動算定が可能 

  

5-6-3 検体検査管理加算の自動算定が可能 

  

5-6-4 外来において静脈血液採取料の自動算定が可能 

  

5-6-5 病理診断料又は病理判断料自動算定が可能 

  

5-6-6 時間外緊急院内検査の自動算定が可能 

  



(7) 画像診断料 

  

5-7-1 時間外緊急院内画像診断加算の自動算定が可能 

  

5-7-2 画像診断管理加算の自動算定が可能 

  

6.病名登録 

  

6-1 病名登録数に制限が無い 

  

6-2 仮名称による病名検索が可能 

  

6-3 疑い病名に対して転帰日を自動セットすることが可能 

  

6-4 厚生労働省の発表した傷病名及び修飾語マスタを採用することで、ICD10 で

の管理が可能(電子カルテの接続) 

  

6-5 ワープロ入力による病名登録が可能 

  

6-6 リハビリ病名の登録が可能 

  

6-7 傷病名コードと修飾語コードをセット化した病名セット入力が可能な事 

  

6-8 登録している病名の表示期間を指定する事が可能 

  

6-9 患者毎で登録している全ての病名に対して一括で転帰年月日及び転帰内容

を登録する事が可能 

  

6-10 病名登録内容のコピーが可能 

  

6-11 病名から特定疾患を判断自動判定 

  

7.マスタ 

  

7-1 厚生労働省に準じたレセ電算化対応マスタを採用している 

  



7-2 診療行為から病名のセット登録が可能(手技・薬剤・傷病名の関連付け) 

  

7-3 登録しているマスタをテキストファイルに出力する事が可能 

  

8.各請求書 

  

8-1 月遅れ、再請求、保留登録がおこなえ、該当月の請求書に反映させる事が 

可能 

  

9.帳票 

  

9-1 日計表、月計表、患者数リスト、患者リスト、未集金一覧表、診療区分一覧

表、各種使用量コスト、コード使用者リスト患者病名リストを紙及びテキス

トファイルとして出力する事が可能 

 

10．薬剤情報 

  

10-1 薬剤情報が出力可能「じほう」の写真付薬剤情報と連動可能 

  

10-2 医事会計システムで入力した処方ﾃﾞｰﾀ及び患者ﾃﾞｰﾀが反映される 

  

10-3 薬剤情報の薬の作用及び注意事項は、ﾕｰｻﾞｰ側で任意に変更可能 

  

10-4 薬剤情報の再発行が容易に行える 

  

10-5 薬剤情報の更新が行える 

  

11.処方箋 

  

11-1 指定書式（オーバレイ）での院内処方箋薬剤情報発行と同時に発行できる 

  

12.薬品管理 

  

12-1 薬品等の在庫を入力し、その在庫から薬品使用ﾃﾞｰﾀを自動的に引き落とす

ことにより発注管理、在庫管理が行えるまた、任意に廃棄薬剤ﾃﾞｰﾀを入力

できる 



  

 

 

医事メディカルサーバー   使用動作環境 

  

推奨スペック 

OS Windows 10 

CPU １．４Ghz 以上の 32bit または 64bit プロセッサ 

ﾒｲﾝﾒﾓﾘｰ ４GB 以上のメモリ 

HDD.SSD ２００・６４GB 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ解像度 DTP（1024×768 ピクセル）以上 

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ CD-R/RW With DVD-ROM 

ﾌﾟﾘﾝﾀ 

レーザープリンタ推奨（解像度：1200×1200DPI） 

インクジェットプリンタは印刷範囲が狭い機種等

は不可 

ﾚｾﾌﾟﾄ出力 A４サイズ（白紙） 

明細書発行体制

等加算対応領収

書 

A５サイズ（白紙） 

ハードディスク

または SSD 
２００GB 

グラフィック 

Windows Display Driver Model（WDDM）1.0 以上の

ドライバーを搭載した DirectX9 かつ、グラフィッ

クスメモリーが 256MB 以上 

 

 

 



柔軟なサポート体制 

 

現在までに行ってきた導入・運用に関しての情報とお客様サポートによって、 

医事メディカルサーバーの導入から 運用・フィールドサービスを、トータルに

支援しています。 

 

         

 

   

サポートサービスの必要性 

法律の改正やＯＳのバージョン・ソフトウエアの機能アップ、ＰＣ自体の 

スペックアップなどあらゆる変化や要因によってサポートが必要になってき

ます。また操作指導や、何らかのトラブルが起きたときにも電話や遠隔操作で

迅速にお応えするサポートサービスは必要不可欠なのです。 

 

 

長い間おこなったサポート実績だから安心してお使いいただけます。 

 

Windows95 が日本で発売された時代からでしょうか、沢山の薬価データと手技

の内容を一つに纏めた医療会計を誰でもが使いやすくＢＥＳＴな状態で操作が

出来ることをいつも考えてきました。 

アクシデントから浮かび上がった問題点を 1 つ 1 つ解決する積み重ね。 

実績から得られた知識やノウハウで医事メディカルサーバーはユーザー様に 

より最適な環境で安心・安全な使用が出来るようになっています。 

 



各種サービス 

●休日サポートの実施 

休日医療の際のサポート（緊急な場合）にも対応していきます。 

 

●データ移行サービス 

旧システムからのデータ移行はもちろん、他のシステムからの移行など柔軟

な対応を構築致します。 

 

●導入支援 

医事メディカルサーバーの導入に際してのコンサルティングから各デバイス

のセッティング、操作指導を行います。 

 

Q. 最適なシステムとはどうしたら良いのでしょうか？ 

A.  豊富な実績で培ってきた洞察力で、貴医院に最適なシステムをご提案した

いと思います。 

 

Q. 旧)医事メディカルＳＤからの移行は簡単にできますでしょうか？ 

A.  機種を問わずデータ移行は行うことができます。 

 

●導入前コンサルティング 

医事メディカルサーバーの構成と機能・特徴をご理解いただくため、ご相談を

承ります。導入をお考えの医院様へ実際の医事メディカルサーバーのデモン

ストレーションはご予約にて承ります。 

 

●使用デバイス設置・調整（ソフトウエアの販売を主としていますが） 

導入に関しては導入指導のご予約でのお伺いを致します。各デバイスメーカ

ー機器に関しての操作は出来ますが保証はございませんのでご了承ください。 

 

●他社のレセコンからのデータ移行 

ご使用の機種を確認の上データ移行をおこないます。移行に関しては必ずご

相談ください。 

 



●導入支援 

新規導入・運用で導入指導をご依頼いただきますと、標準（外来診療）として

1～2 日間の導入・操作説明を行います。複数台でご使用の場合（入院）の場

合やサーバー運用の場合などもすべてご予約にて実施いたします。 

 

●運用支援 

医事メディカルサーバー／ソフトウエア操作に関するご質問やシステムアッ

プのコンサルティング、アプリケーションの提供を行います。 

 

Q.  法改正があったのですが、システムはどうしたら良いのでしょうか？ 

A.  

年内でも度々法改正（薬価・診療点数の変更）があります。 

薬剤 1 つでも変更があれば即、インターネットを使って弊社のＨＰより

ダウンロードしていただきます 

 

●院内情報システム構築 

 医事メディカルサーバー／ソフトウエアの操作方法や診療改定の内容など日           

常の業務で不明な点についてお答えし、効率的な医事会計業務をお助けいたし

ます。 

 

●地域公費対応など 

設定にて対応する内容のプログラムが個別に更新されます。 

 

●アプリケーションソフトの利用（基本操作に組み込まれています） 

・患者紹介システム 

・市町村公費プログラム 

・ダイレクトメール用宛名印刷プログラム 

 

●オンラインで定期モニタリング 

・マスタ更新 

・プログラム更新 

・公費プログラム 

 

●カスタマーサービスの利用 

メディカルサーバーインストラクタによる操作支援、診療改定内容の説明 

などの、お問合せ体制を整えています。 



その他フィールドサービス 

ＯＳのバージョンアップやハード関連及びネットワークまわりの修正を可能な

限り行います。 

 

 

Q. 急に画面がフリーズしてしまい電源が落ちました。どこをどう直せばいい

のかわかりません！ 

A.  まずは弊社にお電話ください。状態やエラーＮｏ．に基づき技術者が応急

対応致します。ＰＣやハードディスクの異常も考えられます。 

 

Q. 震災や急なアクシデントで操作できなくなり今必要な情報や事前対策、 

対処を考えなければなりませんか？ 

A.  ソフトウエアに関して常時万全な対応を行っております。エラー、障害 

に関しての対処の方法はお任せください。また震災に関しての備えも内部

的に常時バックアップ機能が働いていますので慌てず指示通りの対応を

行ってください。 

 

Q. 患者情報が何千、何万件もありますが、データの保管や外部に持ち出され

ないようにしたいのですが。 

A.  新システムではセキュリティー対策は完璧です。 

情報の漏えいが問題視され高レベルでのセキュリティー対応が必要とさ

れる時代に突入しました。医事メディカルサーバーに使用されているシス

テムでは情報の保守は万全です。 

 

 

●ＰＣおよび装着デバイスに関して 

主にソフトウエアを取り扱っています。ほとんどの場合の不具合は想定、対処

できますが、ＰＣ自体の故障に関しては各メーカー様へお問い合わせくださ

い。 

 

 



 

導入スケジュール 

御注文をいただいてから、数ヶ月で医事メディカルサーバーでの窓口会計業務

を開始する事ができます。事前打ち合わせをおこない、医院の状況を確認。 

打ち合わせ内容を元に、弊社にて運用状態に合わせた医事メディカルサーバー

の各種設定を行います。全ての確認完了後に医事メディカルサーバーを納品さ

せていただきます。導入後 2～3 週間操作の練習操作をおこなっていただき、 

翌月から医事メディカルサーバーの単独稼働（窓口会計業務開始）となります。 

  

メディカルサーバー導入スケジュール（予定） 

 ０か月 一か月以内：導入 二か月以内 

打ち合わせ： 

データ移行に関

して等 

   決定   

インストール 

設置・操作説明 

   

テスト・細部調整 

運用 

  本稼働 

※こちらの内容はすべての医院が同様ではございません。 

 

注） 

・上記のスケジュールは１例で、リクエストの内容によって変動します。 

・既設レセコンからのデータ移行がある場合、これによるスケジュールの変動も

考えられます。移行データを弊社が受取るまでの期間は平均 2週間程度です。 
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