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カタログの掲載内容は2019年4月現在のものです。
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※

1）真正性……

2）見読性……

3）保存性……

診察室 受付 診察室 受付診察室 受付

サーバー サーバー

サーバー

専用サーバー構成 デュアルサーバー構成基本（最小）構成

操作端末が診察室に1台、
受付に1台に加えて、別途
サーバーが1台の構成とな
ります。

バックアップサーバー
との2台構成。サー
バーダウンなどの万が
一のリスクにも万全の
構成です。

受付端末がサーバー機能
を持ったサーバー機レスの
構成です。ただし、クライア
ントの増設は上記構成プラ
ス1台が最大になります。

拡張システム（例）

例えば診察室が3診まである診療所では、操作端末
が診察室に各1台の計3台と、別途サーバーが1台と
いうような構成となります。また、リハビリ室にも専用端
末が置けます。

診療所の規模やご予算に応じてニーズに沿ったシステム構成にて
ご導入いただけます。受付端末がサーバ機を兼ねる「基本（最小）
構成」や、万が一のリスクに備えてのバックアップサーバーも併設
する「デュアルサーバー構成」など。もちろん、ご導入後にサーバー機
を増設することも可能です。詳しくは、弊社営業マンまでお問い
合せ下さい。

受付

サーバーデータをリアルタイムでクラウド上に同期保存する
「クラウドバックアップサービス」もオプションでご利用いた
だけます。（別途契約が必要です。）

リハビリ室3診2診1診

「イニシャルコストとバックアップ能力の最適バランスを選択できます。」

（簡易サーバー
機能所有）

（簡易サーバー
機能所有）

（簡易サーバー
機能所有）

※BrainBoxV3は、無床診療所専用のシステムです。

電子カルテシステム for Clinic

そのブレインは、
洗練された完成度と、精妙のフレキシブル性を併せ持つ。

BrainBoxV3は、ハード込
みで、レセプト処理機能も
含めたセットでの販売にな
ります。システム構成につ
いては、当社営業マンに
ご相談ください。

■院外処方箋には、処方内容を記した
　2次元バーコードを印刷できます。

院外処方時に気になるのは、処方箋を応需する保険薬
局様との情報連携。処方内容が正確に伝わる手段と
して、処方内容をコード化した2次元バーコードの印刷が
可能です。
（使用する2次元バーコードは、JAHISが運用を進めて
いる2次元シンボルです。実運用には保険薬局システム
側の対応が必要です。）

■もちろん、「真正性」「見読性」「保存性」、
　カルテの電子保存3原則を遵守します。

平成11年4月に当時の厚生省から通知された「診療録
等の電子媒体による保存について」による、「真正性」
「見読性」「保存性」の3つの基準を満たしています。
なお、データの真正性に関しては、電子署名法に基ずく
電子署名方式を採用することで万全を期しています。

■診療明細へのお薬手帳バーコード出力も可能。

医薬行政の推進のため、お薬手帳を電子的に活用し
ようとする取組が広まってきました。この電子版お薬手帳
を有効に利用するために、全国共通の標準フォーマット
として、一般社団法人保健医療
福 祉 情 報システム工 業 会
（JAHIS）より「電子版お薬手帳デ
ータフォーマット仕様書」が公表
されました。BrainBoxでも、この
フォーマットに沿って２次元バー
コードを診療明細へ出力する
ことができます。

■臨床検査会社各社とのオンライン連携が可能。

臨床検査会社各社とのオンライン連携が可能（検査依
頼、結果取込、スピッツラベル印刷）ですので、転記など
の作業時間が短縮され、ミスがなくなります。

BrainBoxV3セット内容

故意または過失による虚為入力、書換え、
消去及び混同を防止すること。作成の責任
の所在を明確にすること。

情報の内容を必要に応じて肉眼で見読
可能な状態に容易にできること。情報の
内容を必要に応じて直ちに書面に表示
できること。

法令に定める保存期間内、復元可能な
状態で保存すること。
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「yuyama keypad」なら、常に目移りさせずに操作出来ます。
診療プロセスを熟知し操作性に反映した、キーパッド。
その大きなメリットは、同時に表示されるボタンが少ないだけ
でなく、常に目線を小さなキーパッドエリア内に固定できる
ことにもあります。従来の電子カルテシステムだと、多機能で
あればあるほど、操作画面やボタンが多く表示されて、医師の
診療思考を妨げかねないものとなっていました。
本当に、医師が使い易い、医療行為の支援を行えるシステム
を。その願いが、キーパッドに込められているのです。
なぜなら、診療行為の主役は、電子カルテではなく、診療を
行う主体である医師そのものであるからです。

『ブレインボックス』であることの証、
ユヤマ・キーパッド。

『誰もが使える電子カルテ』であることの証、
カスタマイズ フリー。

『誰もが使える』を高い次元 で追求したBBVIIIは、2way。
「誰もが使える」をコンセプトに、ユヤマ・キーパッドという斬新  な機能で、多くのドクターからの支持を得ているBrainBox。

新しいBBV3は、従来のユヤマ・キーパッド仕様に加え、カスタマイズフリーによるオリジナル　仕様が可能に。1プラス1=2通りの使い方を選択できる新発想の電子カルテシステムです。

ブレインボックスV3

way11 way22

yuyama 
keypad！

customize 
free！

windowsで使い慣れた方に「Customize free」という選択。
従来のユヤマキーパッドでの操作性の高さはもちろん、
windowsで使い慣れた方にも簡単に操作ができるメニュー
を豊富に取り揃えました。現在カルテと過去カルテ、もちろ
ん1つの画面に並べて見ることができますが、タブ化する
ことによって、それぞれの画面を1画面に大きく表示させ

ることができます。また、タブ化
されておりますの
で切り替えも簡単
ワンクリックで可
能となります。

●キーパッド（例）
※キーパッド内の表示内容は、導入時に診療科目などに応じて複数パターンから選択可能。
※「初診」切り替えや「印刷」など、頻用する項目はキーパッドのすぐ隣にショートカット配置が可能。

※画面のレイアウトフリーという選択
一番見やすい、使いやすい位置へ自由に表示を配置できます。画面表示のストレスを感じさせません。
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BBV3には、
診療行為を熟知した
ノウハウが介在する。
見た目の圧倒的なシンプルさと、
簡単操作を実現したキーパッドが大好評のBrainBox。
そのメリットは損なわずに、操作・編集等の自在性が格段に向上しました。
PCリテラシーの高低に関わらず、
どなたにでも幅広くご満足いただける
ポテンシャルを持ち合わせています。

電子カルテシステム

すべての操作は、独自のキーパッド内に、必
要なタイミングで、必要なボタンのみを、
選択的に表示します。その時点で関係の無
い、多くのボタンを表示せずすっきりさせる
ことで、操作に関わる無駄な思考を排除し、
素早い入力を実現します。この選択的表示
が実現できたのは、実際の医療行為に熟知
したノウハウを持っているから。多機能で
ありながら、操作時間を大幅に削減できる、
BrainBoxV3ならではの基本思想が息づい
たシステムなのです。　　　　　　　    PAT

患者さんが訴えている症状
を、キーパッド内の選択肢
から選びます。

先に選んだ主訴が、どの
時点から発症したのかを
選びます。

この診療で選ばれた主訴
が発熱なので、ここでは、
体温を入力します。
キーパッドはテンキー入力
に移行します。

症状選択

発症時期

体温入力

BrainBoxV3のキーパッドはベース色や文字
サイズがお好みに合わせて自在に変更する
ことができます。
また、画面配色も8色の中からご選択いた
だけます。

操作中のキーパッドから、同種同効薬品を
代替候補薬品としてリストアップ可能。薬価
も表示されるので、患者さんの事情も考慮
することができます。

進化したキーパッドの機能は、薬品名検索
にも。先頭の3文字をキーに、候補薬をスピ
ーディに検索・表示します。

way11

医師のみならず、人は誰でも慣れている物
により近い方が、スムーズに操作が身につく
もの。BrainBoxV3では長年使用されて
きた紙カルテ2号紙のイメージを踏襲し、
ビジュアル的にも電子カルテ導入をスムーズ
に行えるように配慮しています。しかも、前回
以前の過去カルテも、見にくいスクロール
方式ではなく、ワンタッチのページアウト方式
を採用しています。

点数表示機能

過去カルテ 現在カルテ 紙カルテ

ユヤマ・キーパッドの踏襲。

必要な時に、必要なボタンのみ提示するユヤマ・キーパッド。

キーパッドから、代替薬候補も一目で判別。

薬品名の3文字検索も可能。

見慣れた、そして書き慣れた、カルテ2号紙のイメージをそのまま踏襲。

キーパッド・画面配色を、ドクター好みにカスタマイズ。

ブレインボックスV3

（上からクラシックスタイル、Aスタイル、Cスタイル、Bスタイル） （上からEスタイル、Dスタイル、Fスタイル、Gスタイル）
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S（Subjective）
O（Objective）
A（Assessment）
P（Plan）

症候的、問診等による主観的データ

所見、検査等による客観的データ

問題に対する考察、評価（診断等も含む）

問題に対するプラン

BrainBoxV3の入力手順は、問題志向型（POS）記載方式で
最も用いられているS・O・A・P形式に則っています。

同一患者カルテ（過去3回分まで）の同画面上で
のワンクリック切替表示による確認、過去カルテ
S・O・A・P区分のワンタッチ移動など、診察とその
内容確認がスムーズかつ容易に行えます。
さらに、診察操作中のカルテを終了することなく
診察済みの別患者カルテ参照や、付添い等で複数
患者を同時診療するケースでも窓口操作すること
無く診察入力が行えます。家族の場合は表示される
リストから選択するだけで簡単に参照・編集・入力
できます。入力はドラッグ＆ドロップや直接編集で
フレキシブルな入力が可能。

画面のみならず、操作方法、メニュー、コマンドの選択も
自由自在、幅が拡がり、万全のフレキシブル性でオリジナ
ルデザインを作ることができます。

❶ユヤマキーパッドに代わる入力方法として新たに搭載した「リボン
　メニュー」。キーパッドで実行している機能を表示し、呼び出すこと
　ができます。

❸サイズ可変のショートカットキーを自在に
設置できます。帳票単位での文書作成は
もちろん、エコー等の呼出、
印刷指示がワンクリックで
簡単、効率的に行えます。
また、ショートカットキーは
「医師用」、「看護師用」など
タブ化して切り替えることが
できます。（ショートカット
キータブは最大9タブまで
作成が可能です。）

❷コンテキストメニュー（右クリック表示）
　Windowsでは標準搭載されている操作方法で入力が可能です。
　現在カルテ上で右クリックした場所により適切なメニューを表示します。

メニューの変更はもちろん、
医学管理も右クリックで簡単自在に表示する
ことができます。

ドラッグ＆ドロップで文書ファイルに貼り付けることができます。

❶ ❷ ❸ ❹

❹1画面を大きく見せたい場合
　は、不要な表示を非表示させ
　ることができます。
　また、非表示画面を「タブ」に
　より簡単に表示させることが
　できます。

薬食総発0529第2号／薬食安発0529第2号
「医薬品服用中の自動車運転等の禁止等に関する
患者への説明について」にて記載されている自動
車運転の禁止などの記載がある医薬品を処方す
る際に、医師から患者へ注意喚起させるために、オー
ダー時に該当薬品の場合に画面表示できるように
なりました。

文書作成支援機能。

患者情報画面からドラッグ＆ドロップで文書ファイルへ簡単貼り付け。

薬価や検査の点数表示。診療中でも確認可能。

過去カルテ・SOAPソート表示や複数患者カルテの切替表示も可能。

医療品アラート機能。

フレキシブルメニューデザイン

入力項目：患者ID、フリガナ、氏名、性別、患者住所、電話番号、
生年月日、年齢、職業、身長、体重、BMI、アレルギー、計画・予定、
メモ・記録、既住歴、現病、保険情報

入力支援として、過去カルテからの画像貼付の他に、患者
情報画面から項目をワンクリックで帳票ファイルへ貼り付
けることができます。これにより患者情報の重複入力作業を
なくすことができます。

薬価、検査、処置、その他すべての保険診療行為に関して、カルテ
イメージ画面上に点数を表示。検査の定量／定性の違いなど、算定
点数に大きな影響がありえるミスも事前に防ぎます。

Word形式を使用することで、ワープロ感覚
での直接入力が可能となりました。もちろ
ん過去カルテやシェーマ画面からドラッグ＆
ドロップにて文字や画像を貼り付けする
ことで、カルテ情報を容易に記載することが
できます。
また、コンボボックスやチェックボックス
といった入力支援機能を使うことで入力が
さらに簡単になります。

BBV3には、
ドクターの思いのままを
表現する懐の深さがある。
情報機器の操作にわずらわされたくないドクターも、
情報支援の恩恵に最大限あずかりたいドクターにも。
ユースフルとハイパフォーマンス、
相反する2つの要素を独創の造り込みでカタチにした電子カルテシステム。
それがBrainBoxV3なのです。

カスタマイズフリーという選択

ブレインボックスV3

〈表示例〉Ⓢ（Subjective） Ⓞ（Objective） Ⓐ（Assessment） Ⓟ（Plan）

PAT.P

〈ショートカットキー例〉

フリーワード記載はリッチテキスト入力で。

設定できる項目：
太字、斜体、下線、取消線、
文字背景色、文字色、
文字フォント、文字サイズ

カルテ本文のフリーワード記載はリッチテキスト入力。文字列情報
の視認性を高めることができます。



カルテオーダー時の算定チェックにより、算
定回数チェック・背反チェックが可能となり
ました。
社会保険診療報酬支払基金が作成して公開
している「電子点数表」を基にカルテオーダー
時に算定できない診療行為を確認すること
ができるようになります。
チェック動作は診察終了時、診察中断時、点検
終了時、点検終了時と端末ごとに設定の変更
が可能で、キーパット、メニューバー、ショート
カットキー、右クリックメニューと操作方法も
自在に設定することができます。
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薬や検査や処置までも。診察セットで一括オーダー。

診察アラーム機能。

算定回数チェック・背反チェックが可能。

所見画像の保存機能。患者毎に推移比較。

レントゲンや内視鏡などの画像データを、
患者毎に保存できる簡易画像管理機能を
搭載。過去からの推移を確認したり、画像自体
を修飾することができます。また、画像参照
画面から画像をドラッグ＆ドロップで簡単に
カルテへ貼り付けることができます。

数ヶ月後に同じ検査を行ったり、次回来院時に
何か行うことがある場合、アラーム設定を行う
ことにより、診察開始時にアラーム内容をカル
テに表示させることができるようになりました。
一定周期を超えた場合に同じ診察内容を実施
するようにアラームを表示させる。あらかじめ
記載しておいたToDo内容を次回診察時に
アラーム表示させる。予定通知日までの残り
期間により、アラームのアイコン表示を変化
させるなど多彩な機能を搭載しました。

PAT.P

診察終了後に各必要項目をチェックする診察ナビ機能。

診察入力終了後に、処方チェック、オーダー
内容、病名、管理料、印刷出力など、各必要
項目をチェックして確かな診察入力等をナビ
ゲートする機能を搭載。
チェックが入った項目は任意の色で表示し、
内容修正もショートカットボタンから簡単に
行えます。

検査、処置、医薬品等の診療行為が固定で
きる場合、あらかじめ診察セットメニューと
して登録しておくことで、簡単で迅速な入力が
可能に。流行性疾患や慢性疾患などに威力
を発揮します。セット登録はドラッグ＆ドロップ
で診療中などに必要に感じた際に簡単に行
えるので、メンテナンス設定画面をわざわざ
開いてセットするような手間もありません。

複数病名の一括転帰機能。

カルテ上での病名入力方法がより分かりや
すく簡単操作になりました。主・副病名の切り
替えはもちろん、複数の病名を一括で転帰
することが可能。病名管理の複雑な操作は
不要となります。

BBV3には、
最良の診療を行うための
情報と連携する俊敏さがある。
所見画像やバイタルサイン、そして診察終了後の各必要項目チェックなど、 
フレキシブルかつ迅速なアクセスと入力も持ち味のＢｒａｉｎＢｏｘ。 
それら、常に最良の診療体制を支えるためのサポート機能の充実は、 
『誰もが使いたい』電子カルテに課せられたミッションです。

ブレインボックスV3

電子カルテシステム

診 療 支 援診 療 支 援
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BBV3には、
最良の診療を行うための
情報と連携する俊敏さがある。
所見画像やバイタルサイン、そして診察終了後の各必要項目チェックなど、 
フレキシブルかつ迅速なアクセスと入力も持ち味のＢｒａｉｎＢｏｘ。 
それら、常に最良の診療体制を支えるためのサポート機能の充実は、 
『誰もが使いたい』電子カルテに課せられたミッションです。



標準で搭載している
新世代医薬品関連データベース
MDbank  を用いて、キメの細かい処方支援を
システマティックに行います。

診 療 支 援

搭載データベース

新世代の医薬品関連データベースが、
病名や医薬品を有機的にチェック。

処方上、最も気を配る必要がある要素
のひとつである、相互作用のチェックも
簡単。処方設計する際に、医薬品名を
選んでボタンひとつで、既処方薬のうち、
併用禁忌薬品が表示され、その学術的
理由と禁忌レベルまで示されます。

BBV3ならば、
処方選択にも確かなサポートがあります。
標準で搭載している
新世代医薬品関連データベース
MDbank  を用いて、キメの細かい処方支援を
システマティックに行います。

瞬時に的確な判断材料を提供することがデータベースの使命。
カバーする範囲の広さと、医療現場に即したきめ細かな内容が、
BrainBoxV3でその威力を最大限に発揮させます。

相互作用チェック 適応病名リスト

特に小児患者や新生児、また高齢患者
に処方する際の安全性には気を配る必
要があります。年齢制限ボタンを押せ
ば、処方予定薬について患者の年齢対
象毎に、使用可否と注意事項に関する
情報が表示されます。また、体重1kgあ
たり、体重、年齢の一定範囲ごとの用量
をマスタ設定することで小児常用量を
換算して表示することもできます。

患者年齢制限情報

適応症ボタンからは、当該薬が適応を
取得している病名のリストが表示され
ます。膨大な添付文書情報が整備され
たデータベースをもとに、常にメンテナ
ンスされた適応病名がすべて表示され
ることで、正確に適応病名に則った処方
が行えます。

ICD10準拠

注射薬の配合変化は4剤間でチェック 医薬品×OTC薬の相互作用

for Brain Box

（シェーマウインドウ）PAT

PAT

新世代医薬品総合データベース

check! check!

※OTC薬は患者毎に
　登録必要。

副作用

適応症

常用量

医薬品Ａ

相互作用

用法用量
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○ ×
医薬品Ａ

適応症

用法用量

副作用

相互作用

常用量

シェーマ選択もワンタッチ

シェーマウインドウを開き、サムネイルから使用するシェーマを選択。シェーマ上に図や
文字を自由に書き込んでの所見入力もスピーディーに行え、簡単にカルテに貼り
付けることができるだけでなく、患者様への説明にもこのシェーマ画面を有効利用
していただけるのはBrainBoxV3のシェーマ画面表示が業界最大クラスである
からこそ。また、カルテ上のシェーマ表示を１つだけでなく、画面分割して４種類まで
表示することも可能。一時保存後の再編集もできる使いやすさを確保しています。

併用禁忌レベル、学術的理由もワンタッチ。

小児・高齢患者への使用可否もワンタッチ。
多岐にわたる種類の情報が溢れる医薬
品情報。見たい内容にすぐにアクセス
できる便利さは重宝します。ＨＴＭＬ形
式でデータを保持していますので、見
たい項目をクリックするだけで、即その
内容を記載したページに飛んで閲覧す
ることができます。

項目ジャンプ機能

見たい医薬品・情報に即飛び！

診療支援のみならず経営支援もワンタッチ。
医薬品関連データベース 内服処方薬以外のチェック

コンピュータが得意としているのは、情報の記録と検索性。BrainBoxV3が搭載
している新世代医薬品関連データベースMDbank は、単なる医薬品データ
ベースではなく、病名と医薬品を関連付けて、トータルな情報検索性や、チェック
機能を実現しています。上図に挙げた14項目にも及ぶ広範なデータベースで、
単なる辞書機能レベルのデータベースとは、まったく異なる次元の情報支援が、
BrainBoxV3では展開されます。

情報化を促進する医療機関において、その利用が促進されつつある、国際疾病
分類のICD10。医薬品関連データベースMDbank は、このICD10に準拠し、
疾患名と医薬品情報を、有機的にリンケージさせることで、他に類を見ない拡
がりを持った情報提供を実現しました。
もちろん、ICD10対応というだけでなく、14種のデータベースを縦横無尽に
活用して、真に診療現場に役立つ様々な機能をご提供致します。

幅広い処方サポート機能

MDbank 搭載によって可能になる、具体的な医療情報提供の質の高さに関する
例を挙げます。例えば、患者さんが自身の判断で服用していたOTC薬と、処方
する医薬品との相互作用チェック。12，000件余りのOTC薬を配合成分毎に
カバーしているので、真に実用的なチェックと指導が可能です。また、注射薬の
配合変化チェックにおいても、4剤間ものチェックを可能にしています。

広範囲に及ぶ情報武装。

使えるデータベースの一例です。

様々な判断をバックアップ。

●相互作用DB
●OTC薬相互作用DB
●常用量DB
●長期投与DB
●添付文書DB

●要約版添付文書DB
●指導文DB
●要約版指導文DB
●医薬品画像DB
●錠剤鑑別DB

●注射薬配合変化DB
●適応症DB
●病名禁忌DB
●検査DB

搭載データベース種類（14種）

●処方オーダー時の病名チェック
●処方禁忌病名のチェック
●病名や患者毎の常用量表示
●処方投薬時の投与日数チェック
●医薬品／OTC相互作用チェック

●添付文書の閲覧
●妊婦授乳婦情報の確認
●医薬品の鑑別
●注射薬の配合変化チェック

MDbank の活用機能（例）

扱いやすさや便利さは、こんなところにも及んでいます

診 療 支 援

搭載データベース

電子カルテシステム 新世代医薬品関連データベース

新世代の医薬品関連データベースが、
病名や医薬品を有機的にチェック。
瞬時に的確な判断材料を提供することがデータベースの使命。
カバーする範囲の広さと、医療現場に即したきめ細かな内容が、
BrainBoxV3でその威力を最大限に発揮させます。
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BBV3ならば、
処方選択にも確かなサポートがあります。

ブレインボックスV3

PAT.P



受 付 業 務

電子カルテ部分の仕組みだけでなく、
受付・窓口業務もしっかり支援します。

受付情報のノートPCへのダウンロードも簡単。
ドクターと医事スタッフの情報共有も捗ります。
治療の主人公である患者、そして医師・事務スタッフまで、
医療に関わるすべての関係者を、有機的にネットワークします。

BrainBoxV3は、電子カルテシステムのみならず、
レセプトシステム機能もすべて網羅しています。
その機能は、受付・会計・領収書発行・患者調査・レセプト作成などから構成。
いままで医療事務を含めて電子化に踏み切れなかったクリニックでも、
一気に使い易さを伴った、業務の電子化を図ることができます。

患者への提出が義務づけられて久しい、薬剤情報提供シート。今では当り前
になった感があるこうした帳票も、他の追随を許さない美しく鮮明な写真画像
で出力することにより、他院との差別化を図れます。
本来、薬品は立体構造であるために、厳密なピントは取りにくいのですが、特殊
な撮影方法を用いて、これを解消。似通った薬品があっても、誤って服用する
可能性を極限まで抑えます。

薬剤情報提供シート

鮮明な画像で服用ミスにも対策

11 12

画面における出力内容のイメージ

受付患者リスト参照
診療情報参照

受付患者状況 次回の来院予約

患者受付入力

特に慢性患者対応で重宝するのが、こ
の次回来院予約機能。画面上に大きく
見易いカレンダーが表示されるため、
どなたでも簡単にクリックひとつで、予
約日や時刻を選択できます。また予約
を入れようとする日の時間帯毎の予約
済み人数も表示されるため、予約状況
を調べる手間さえ必要ありません。
1日を最大4つの時間帯に区分し時間
当たり予約可能人数を設定、表示は
1～3ヶ月の範囲で設定できます。

保険証期限の自動チェック。患者個別の受診状況モニター。

受付時の自動判定機能が、簡潔・迅速な入力を実現。

ユーザーの事情にフィットした設定が可能。

スタッフとの情報共有

診療を行いながらも、患者受付状況は常に診察室でも見たいもの。患者さんが
持つ疾患の重篤度・緊急度に応じた診察順番や、待ち時間への配慮などは、重要
な医療経営ファクターになるからです。そこで、一覧表示ウインドウによって、
受付済み患者リストをご用意。待ち時間や現在状況が一目でわかるので、診察
順番の変更などの参考データに活用できます。また、「診察メモ」機能により受付
窓口（スタッフ）から診察室（医師）への患者ごとの報告事項を表示させることが
できます。逆に医師からの返答や指示を受付窓口で表示させることもできます。

医師向け受付情報

医療の情報化において、最も大きなメリットの一つは、診療情報の共有化です。
BrainBoxV3では、電子カルテに医師が記載した内容を、医療事務スタッフが受付
窓口にいながらにして、閲覧・確認することができます。医師だけでなく、医師を
取り巻くCo-Medicalのスタッフ全員が、チームとして確かな医療に参画できる。
そんな設計思想で開発されたシステムなのです。
（但し、窓口用の端末においては、電子カルテ上の情報を改訂することはでき
ません。医療法上の問題を鑑みて、あくまで閲覧のみの機能に特化しています）

診療しながらにして、受付・待合状況を把握可能。 診療の情報化による、真のチーム医療環境を。

医療事務の現場で、業務を繁雑にして
しまう受診患者の保険証切れ。
BrainBoxV3では患者を受け付ける
と同時に、期限切れの保険証の内容を
赤色表示することで、事務担当者に警
告します。医療事務を速やかに、そして
正確に行うための支援として有効です。
また、個別の待ち時間や、現在の進行
状況を常にモニターすることがで
きますので、スムーズな受付・
待合室の運営が可能です。
医療にもCS（顧客＝患者
満足度）といった経営概念

が持ち込まれる現代において、たいせ
つな要素のひとつだと言えます。

すべての医療行為のベースになるべき、
患者の情報登録。その後の診療をスム
　　ーズに進めるための基本情報を

漏れなく、しかも短時間で簡
単に入力していただけます。
その秘密のひとつは、自動
判定機能。受付時に患者の
初・再診の区分や、診療時間
内・外の別までも、自動的に
判断して入力の手間を省き
ます。

受 付 業 務

受付・窓口業務
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受付・窓口業務もしっかり支援します。
BrainBoxV3は、電子カルテシステムのみならず、
レセプトシステム機能もすべて網羅しています。
その機能は、受付・会計・領収書発行・患者調査・レセプト作成などから構成。
いままで医療事務を含めて電子化に踏み切れなかったクリニックでも、
一気に使い易さを伴った、業務の電子化を図ることができます。
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帯広
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郡山
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いわき
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千葉県千葉市
千葉県印西市

東京都品川区
神奈川県川崎市
神奈川県川崎市
神奈川県横浜市

神奈川支社
川崎
小田原
相模

新潟
山梨
松本
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飯田
富山
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金沢
福井

岐阜
静岡支社
静岡
浜松
静岡東部
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刈谷
豊田
三重
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西日本本部
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奈良
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兵庫県神戸市
兵庫県神戸市
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和歌山
姫路

岡山
中四国支社
福山
広島
鳥取
山陰
山口
下関
周南

徳島
高松
松山
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九州支社
福岡
北九州
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

和歌山県和歌山市
兵庫県姫路市

岡山県岡山市
広島県広島市
広島県福山市
広島県広島市
鳥取県鳥取市
島根県松江市
山口県山口市
山口県下関市
山口県周南市

徳島県徳島市
香川県高松市
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福岡県福岡市
福岡県福岡市
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沖縄県那覇市
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静岡
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浜松
掛川
名古屋
半田
小牧
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豊橋
岡崎
三重
四日市
東濃
岐阜

滋賀
京都
福知山
奈良
大阪
八尾
南大阪
豊岡
神戸
姫路
和歌山

岡山
倉敷
津山
広島
呉

静岡県静岡市
静岡県沼津市
静岡県浜松市
静岡県掛川市
愛知県名古屋市
愛知県半田市
愛知県小牧市
愛知県豊田市
愛知県豊橋市
愛知県岡崎市
三重県津市
三重県四日市市
岐阜県土岐市
岐阜県岐阜市

滋賀県大津市
京都府京都市
京都府福知山市
奈良県奈良市
大阪府大阪市
大阪府八尾市
大阪府堺市
兵庫県豊岡市
兵庫県神戸市
兵庫県姫路市
和歌山県和歌山市

岡山県岡山市
岡山県倉敷市
岡山県津山市
広島県広島市
広島県呉市

東広島
福山
鳥取
山陰
浜田
山口
山口周防
岩国
下関

徳島
高松
松山
新居浜
高知

福岡
北九州
久留米
大牟田
佐賀
佐賀西
長崎
佐世保
諫早
熊本
大分
宮崎
延岡
都城
鹿児島
沖縄

広島県東広島市
広島県福山市
鳥取県鳥取市
島根県松江市
島根県浜田市
山口県山口市
山口県下松市
山口県岩国市
山口県下関市

徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
愛媛県新居浜市
高知県高知市

福岡県福岡市
福岡県北九州市
福岡県久留米市
福岡県大牟田市
佐賀県佐賀市
佐賀県伊万里市
長崎県長崎市
長崎県佐世保市
長崎県諫早市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
宮崎県延岡市
宮崎県都城市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県浦添市

日本を代表するIT系企業による万全のサポート体制（ハード）

北海道地区 9拠点

東北地区 12拠点

北関東地区 16拠点

首都圏地区　13拠点

北陸・甲信越地区 10拠点

近畿地区 11拠点

中国地区 14拠点

四国地区 5拠点

九州・沖縄地区 16拠点

北海道地区 4拠点

東北地区 8拠点

北関東地区 12拠点

北陸・甲信越地区 9拠点

東海地区 9拠点

東海地区 14拠点

首都圏地区 8拠点

近畿地区 9拠点

四国地区 4拠点

中国地区 9拠点

九州地区 10拠点

確かな医療を経済的に支える請求業務。
ＢｒａｉｎＢｏｘＶ3なら会計業務も安心です。
確かな根拠に基づく、明朗でオープンな会計情報をご提供。
医師・患者ともに安心できる環境を創出します。

レセプト病名を元に、管理料の算定漏れの可能性が
あるレセプトをチェックし、一覧で表示します。一括作成
後にまとめてチェックが行えるので大変便利です。

毎月行われるレセプト作成。返戻などの不備を未然に
防ぐことが、クリニック経営支援にもつながります。
自動レセプト作成機能はもちろん、レセプトの出力
前にもプレビュー画面にて、リアルなレセプトイメージを
ヒューマンチェックすることができます。

医薬品総合データベースMDbank の搭載によって、
適応病名が抜けていた薬品を、レセプト作成前に自動
的にピックアップ。PAT 当該医薬品名と、その候補病
名リストまで表示します。同様に常用量を超過した薬
品もチェックすることができます。

受付・診療が終われば、いよいよ会計業務にその
場面は移行します。電子カルテに記載された内容に
沿って、保険摘要されるすべての診療行為が点数と
ともに、自動的に表示されます。ここでその内容を
チェックしたり、診療行為毎の公費（摘要保険）を選
択することができます。

会計精算業務

今回の診療にかかわる会計情報のチェックが終わ
れば、患者自己負担分の精算業務に入ります。当月
内の請求情報が未払分も含めてカレンダー表示
されるので、スムーズな精算が可能です。もちろん、
この内容はカルテ3号用紙として、この画面から
印刷できます。

会計カード表示

自院で行ったすべての医療行為1点1点について、
算定・非算定に関わらず、その根拠を示します。
例えば、診療時間外の加算や写真診断料などの算定
理由、逆に院外処方による薬剤料算定の取り消し
など、明確な根拠が表示されます。

算定情報の表示

月に1度のレセプト作成も、データベースを利用して万全を期します

管理料チェック機能レセプトプレビュー機能適応症チェック機能

診療行為毎の表示によって、
個別に公費を選択可能。

会計カードはカレンダー表示、
印刷（カルテ3号用紙）もワンタッチ。

算定・非算定に関わらず、
計算根拠を明示します。

13 14

会 計・精 算 業 務会 計・精 算 業 務

55

受付・窓口業務

確かな医療を経済的に支える請求業務。
ＢｒａｉｎＢｏｘＶ3なら会計業務も安心です。
確かな根拠に基づく、明朗でオープンな会計情報をご提供。
医師・患者ともに安心できる環境を創出します。

ユーザー様 コールセンター

専用コールセンターによる
リモートメンテナンス体制も万全。

弊社は稼動後のスムーズな運用をご支援する為にアフターサービス・
メンテナンス体制を確立しております。トラブルの内容により、リアル
タイムでリモートメンテナンス対応、すばやく問題を解決致します。

安心の
導入を！

画面共有

操作支援

アフターサービス拠点（ハード）

ユヤマ営業拠点

r e m o t e  m a i n t e n a n c e
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