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健診総合支援システム
Progressive  Concept  for  health  checkup  system

since1987

PC-健診PC-健診／機能一覧

推奨システム要件

OS
　

CPU

メモリ

HDD
　

データベース

Microsoft Windows® Server 2008 R2
Microsoft Windows® Server 2012

Intel® Xeon® Processor相当（2.00GHz以上） 

8GB以上

160GB以上（ディスクアレイ推奨）
※取り扱いデータ量により別途試算

Oracle Database 11g以上

OS
　

CPU

メモリ

HDD

ディスプレイ
　

データベース

ブラウザ

PDFビューア

その他ソフトフェア

ク
ラ
イ
ア
ン
ト

Microsoft Windows7® Professional（32bit）
Microsoft Windows8.1® Pro（32bit）

Intel® Core™ Processor相当（2.00GHz以上）

2GB以上

10GB以上（空き領域）

解像度1280×1024[pix]以上（256色以上）
※可変対応

Oracle Database 11g（Client版）以上

Internet Explorer 8以降

Adobe Reader X Japanese for Windows以降

Microsoft Excel 2007以上、シーオーリポーツ for.NET Ver.2

※青文字表記はオプション扱いとなります。　※1 連携可能な電子カルテメーカー等詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

※Windows Server、Windows7、Windows8.1、Internet Explorer、Microsoft Excelは、
　米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
　Intel Xeon、Intel Coreは、米国Intel Corporationの登録商標または商標です。
　Oracle Database 11gは、米国ORACLE Corporationの登録商標または商標です。
　Adobe Readerは、米国Adobe Systems Incorporatedの登録商標または商標です。

サ
ー
バ

  明日への安心をアシストします。
健診現場のあらゆる業務をトータルに支援いたします。

予約業務

受付業務

通過管理

データ収集

WEB機能

面談業務

結果報告

工程管理

請求管理

統計・集計

特定健診

協会けんぽ健診

特定保健指導

フォローアップ健診

契約管理

会員管理

巡回健診

経営支援

業務ツール各種

メーラー連携

電子カルテ･オーダリング連携※1

PACS画像ビューワ連携

クイック予約／予約状況照会／個人・団体予約／一括予約／仮予約・キャンセル待ち／各種準備帳票出力／検索結果Excel出力／
スケジュール設定／予約CSV取込

個人・団体受付／一括受付／受診券一括登録／各種運用帳票出力／検索結果Excel出力／受付CSV取込／個人履歴統合／
検査依頼／OCR登録／iPad問診入力

通過者検索／検査通過状況表示／次検査案内

汎用結果入力／一括結果入力／読影入力／進捗照会／自動判定／検査結果取込／計測器オンライン

WEB結果照会／WEB結果入力／職員健診問診入力

面談結果入力／面談コンテンツ参照／報告書プレビュー／有所見ビュー／メディカルツーリズム対応

報告書出力／帳票セット印刷／有所見者等一覧表作成／結果表PDFイメージ出力／健診結果Excel抽出

進捗状況管理／納品物管理／作業内容表示

請求データ作成／個人・団体請求書発行／請求管理／入金管理／未収管理／医事会計請求連携

各種標準統計表・集計表出力／オリジナル集計表作成／日本病院会統計表出力／統計情報Excel抽出

特定健診各種帳票出力／特定健診判定処理／XML報告データ抽出・報告媒体作成

一次実施報告書作成／協会健診データ抽出／協会健診FD報告作成／協会健診請求書作成／予約名簿取込／変更・キャンセル報告書作成

特定健診・保健指導データの外部入出力／保健指導システム各種機能

精密検査の対象者抽出／受付／依頼書作成・追跡／結果登録／受診率統計表作成

契約情報登録／団体受診条件設定／受診コース・オプション設定／納品物設定／健診料金管理

会員登録／会員情報検索／自動スケジューリング／請求データ作成／会員・法人請求書発行／入金入力／年会費会計管理

見積管理／スケジューリング／受診者管理／現場受付／作業進捗管理／帰院後処理

売上推移／受診者数推移

全文検索／患者属性メモ／帳票デザイナー／帳票チェック／ウィザードマスタ作成／マスタ整合性チェック／ローカルメール・掲示板

患者毎ファイル一元保管／定型文作成／宛先グループ作成／予約送信／ワンタイムパスワード発行

予約枠連携／検査依頼情報連携／検査結果情報取得／結果報告表PDF送信

画像管理／シェーマ編集／画像ビューワ



シームレスな
システム連携

システムの強化ポイント 詳細は内面をご覧ください→

PC-健診は、受診者サービスに視点をおき、
診療サイドとの連携をはじめ、現場にとって安全で
付加価値の高いシステムを提案します。

豊富な
導入実績

優れた
拡張性能

受診者に見せる画面へ
ドクターが見る画面から “受診者に見せる画面” へシフトし、
充実したコンテンツを基にスムーズな結果面談を実現します。

フレキシブルな運用の提案
オリジナル帳票作成ツールや、データ二次利用機能を充実さ
せました。

ペーパーレス化の推進
空き日検索、過去歴参照、予約登録の三機能を一画面に集約
させ、予約台帳を使わないペーパーレス運用をご提案します。

すぐに使える充実の帳票類
各種運用帳票の種類の拡充と結果表サンプルのバリエーション
の追加により、搭載帳票総数を大幅にボリュームアップしました。

効率的な巡回健診をサポート
見積管理から帰院後処理まで、巡回健診業務に関わるすべて
の工程を強力にサポートします。

電子カルテをはじめ院内基幹システムとの
シームレスな連携により、

効率化を図ると共に転記ミスなどによる
医療過誤の防止を手助けします。

柔軟な拡張性が健診現場の効率化を
バックアップします。各種検査機器連携、

 Web結果参照など、様々なオプションを用意し、
お客様の運用にフィットした
システムを提案します。

病院内健診、集健センター、企業内健診など、
多岐にわたる健診現場にて活躍。
長年の導入経験で得られた

業務ノウハウを集積させた成熟した
パッケージシステムです。

円滑な情報共有
掲示板やローカルメールによる施設内、職員間の情報伝達の
円滑化、迅速化を図ります。

ユーザビリティの追求
システムの配色、フォントの種類や大きさなどすべてお客様に
よって自由に設定できます。キーボード入力を減らしてマウス操
作が基本となり、少ない画面移動やタブ遷移を実現しました。

PC-健診
蓄積データの抽出による経営分析支援。
精検管理による自院診療への誘導、
院内基幹システム連携による
職員様作業効率化などをご提供。

受診者の疾病を早期発見、健康状態を診断して
安心をご提供する皆さまの業務をアシストします。

スムーズな情報連携。
診察支援、受診者への情報開示と
ご説明をより詳しく簡単に。

作業漏れを無くし、煩雑な事務処理も
大幅に削減。さらに、業務改善やスムーズな
部門間調整をサポートします。

受診者に分かりやすい結果表のご提供。
経年結果管理やスムーズな受診を
サポートします。

受診者
の皆さまへ

職 員
の皆さまへ

医 師
の皆さまへ

健診職員Xさん

既存システムと連携し効率UP

「PC-健診」は電子カルテと連動
しているため、二重登録の手
間がなく、依頼漏れや入力ミス
といった作業ミスも起こりませ
ん。また受診案内や問診票など、
各種帳票がまとめて印刷できる
のも便利です。予約カレンダー
を画面で確認しながら電話で予
約操作が容易に行える点も助
かっています。

ドクターY先生

結果判定がスムーズに

受診結果から自動で判定ラン
クやコメントが生成されるので、
判定ミスがなくなり、コメント
作成の負担が軽減されました。
シミュレーション機能も活用し
ています。要精検の場合も診
療科PCのWebブラウザから
健診結果が容易に参照できる
ので、予防と診療の連携がス
ムーズになりました。

センター経営者Zさん

健診業務全般に活用

特定健診・特定保健指導対応の
ため、「PC-健診」を標準パッ
ケージで導入しました。フル機
能が搭載されているので、特
定健診に限らず健診業務全般
のサポートに利用しています。
新たな受診者獲得と健診現場
のトレンド対応を見据えて、業
務改善を行っています。

お客様の声

経営者
の皆さまへ



契約管理
□事業者との従業員健診に関する様々な
契約事項を一元管理します。
□契約データの複製機能により登録業務を
簡素化し、契約情報も世代管理できます。

個人予約
□マウス操作が基本となっており、電話を受けながらの予約も片手操作で対応できます。
□仮予約・キャンセル待ちの管理、受診希望日の優先度管理もできます。

団体予約
□団体予約のスケジューリング、枠のみを
抑えるための仮予約を行います。

□一括予約登録や外部予約ファイル取込
み処理などにより効率化を図ります。

事前処理
□案内に必要な様々な事前送付物を一括
発行します。

□各種送付物の発送管理も行えるので、
「漏れ」「無駄」「遅れ」を無くします。

予約照会
□数ヶ月間の予約状況を一画面で確認で
きます。
□各検査種別毎で月間、年間の予約枠を
一括でスケジューリングできます。
□埋まり具合は当社独自のプログレスバ
ーにて表現し、予約済み人数は男性・女
性に分けて表示できます。

受診者受付
□受付登録、運用帳票の出力、検査依頼を行います。
□受診者取り間違え防止、当日のコース・オプション変更にも
　スムーズに対応できます。

タブレットPC問診入力
□発生源入力を簡便にし、他施設との差別化を図ります。
□問診票の事前送付や問診結果の転記入力作業がなくなります。

結果表印刷・発送
□結果表の作成、発送管
理、外部機関向け健診
データの抽出など結
果報告に伴う一連の
業務をサポートします。
□他施設での受診結果
を取込み、前回値とし
て印字できます。
□出力した結果表は
PDFファイルとして
保管できます。

帳票デザイナー
□ドラッグ＆ドロップでオリジナル帳票を作成できます。

精密検査登録
□精密検査対象者への依頼書発行、結果登録、実施率
統計など、受診者のフォローアップを支援いたします。

□精検結果管理や受診率統計機能は、人間ドック健診
施設機能評価認定の審査基準を満たしています。

月間業務
□特定健診結果報告書や各種統計資料の作成、特定健診XML出力、
協会けんぽ請求及び各種報告データの出力が行えます。

□所属団体や健保向けに月次の請求処理や領収書発行、入金管理、
未収金管理が行えます。

各種統計資料作成
□健診施設様向け各種汎用仕様の集計表や統計表を標準搭載し
ています。
□お客様でオリジナルの統計データが簡単に作成・抽出できます。
研究用途など幅広い二次利用が可能です。

お客様の業務流れ

電子カルテをはじめとする
院内基幹システム、各種計測機器や
周辺デバイスとのシームレスな

連携を実現します。

ご来院

電子カルテ

PC-健診の
主要機能
契約管理から請求や統計まで、健診
業務で必要とするベーシック機能を
完全網羅。さらに近年、ニーズの高
い受診者面談支援、精密検査管理、
タブレットPC活用等のトレンド機能
への対応も充実しています。

契約 受付

精密
検査

月間
業務

集計
統計

予約

結果
報告

ご帰宅

検体検査
システム

検査依頼
結果取込み

病理部門
システム

検査依頼
結果取込み

放射線
システム

PACSビューワ連携
レポート結果取込み

予約枠連携
健診オーダー連携
WEB結果照会

心電図
システム

検査依頼
結果取込み

医事会計
システム

個人属性取得
請求情報連携

保健指導
システム

特定健診結果取込み
保健指導実施入力



巡回健診支援システム 現場業務の省力化、精度向上に貢献。健診施設様の運用スタイルに
最もフィットした巡回健診システムをご提案。見積りから帰院後の
データ処理まで、巡回健診業務を全方位から強力にサポートします。

充実した保守サポート

法改正時の安心対応
協会けんぽや特定健診、消費税率改定などに伴うシステム
改修が発生した場合は、迅速な情報提供を行い、お客様の
健診業務がスムーズに切り替わるようにサポートさせてい
ただきます。

□巡回健診見積情報入力、見積
書作成、見積履歴を管理します。
□確定した見積内容は契約マス
タに自動的に反映されます。

□帰院後受診者基本情報のマッ
チング処理、受付情報の確定処
理を行います。
□院内で実施する各検査の依頼
処理を行います。

□月間／週間の配車スケジュールの
作成、管理を行います。
□持出機材、健診スタッフの指示書入
力、スケジュール管理を行います。

□受診者基本情報の登録、更新を行
います。

□現場で収集可能な健診結果の発生
源入力を行います。
□各検査の進捗具合、入力状況を管
理します。

□バーコード運用にて受診者到着確
認を行います。

□検査やオプションの追加に対応し
ます。

通過管理
□受診者毎の各検査の通過状況や空き情
報、待ち人数をリアルタイムで把握でき
ます。
□各検査の開始・終了時刻のタイムスタン
プを記録でき、平均所要時間の算出や
ボトルネック解消に役立ちます。

結果入力
□事務員向け、ドクター向けなど利用シーンに応じて画
面パターンを配置できます。（過去歴は最大８回分同時表示）

□問診結果、所見、コメントなど各種結果の集中入力、
複数の受診者に対して正常値の一括入力を行えます。

□紙の報告書イメージをそのままに結果入力・確認が
できるので、最終確認の手間が大幅に削減できます。

Web結果入力
□WEBブラウザにて各検査現場からの発
生源入力をサポートします。

□ワンタイムパスワード認証により、職員
健診の結果閲覧にセキュリティ制限を掛
けられます。

入力作業進捗照会
□受診者単位の結果入力状況をトータル
管理します。
□検査結果の登録漏れなどがあった場合、
該当項目をピンポイントで展開し、入力
できます。

結果自動判定
□自動判定により機能判定
ランク及び総合コメント
を自動的に生成できます。
□施設独自の判定ロジック
も作成できます。

受診者面談指導
□面談予定者を自動的にピックアップし、実施予定人数や現
在の待ち状況をお知らせします。

□異常値を集約し、有所見部位を示した人体図と連動します。

窓口会計処理
□請求書の発行、入金管理、未収金管理を
行います。
□受診内容の変更に伴う料金変動は、契
約情報に基づいて自動算出します。受
付時の宛名変更や健診明細のまとめ印
字も可能です。

結果説明サポート
□画面を切り替えずに面談時の
説明用画像、各種グラフ、文書等
の補助コンテンツを表示します。

健診工程の
トータル管理

□準備物、 受付状況、 結果入力、納品
物など、健診業務に関わる各工程
の作業進捗を管理します。

便利な
WEB結果照会

□院内情報システムネットワーク
に接続しているどの端末から
でも、健診結果を参照できます。
□診察サイドからの情報照会が
簡単に行えます。

ローカルメール・
掲示板機能

□よりスピーディーで円滑な施設内
メールのやり取りを実現します。
□健診部門への案内や受診者に関す
るコメント、注意事項の情報を発信
できます。

通過
管理

個人
会計

見積
管理

 スケジュー
リング

受診者
管理

帰院後
処理

作業進捗
管理

現場
受付

工程
管理

WEB
照会

各種
ツール

結果
入力

面談
指導

タブレット

各種検査機器・
検査接続

OCR

その他多彩な機能

お客様の安定稼働を支えるために、万全のサポート体制を
ご提案いたします。

ソフトウェアの保守体制

※本紙面の記載内容には、一部オプション対応あるいはカスタマイズが必要な機能も含まれております。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。

オンライン接続
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