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『高付加価値』と『コストパフォーマンス』を兼ね備えた未来型健康管理システム

充実した個人情報管理機能

1. 受診履歴、既往歴、家族歴、特殊作業歴、特定管理者
などきめ細かな個人情報の管理。

2. 情報入出力の効率化。種々のFDフォーマットに対応(
ユーザーによるフォーマット変更が可能)。

予約管理機能

1. マウスを使って希望日の予約状況確認、予約入力。

2. 条件指定による一度に複数の受診者の予約。

3. オプション検索項目の予約も同一画面から可能。

診察支援機能の充実

1. 受診者の履歴情報をワンタッチで検索可能。

2. 定量値についてはグラフで時系列。個々の受診者の状
態推移が容易に把握でき、的確な診察・判定が可能。

3. 問診結果等を見やすい形式で表現。

多様な結果入力機能

1. 定型的なデータの一括入力が可能。

2. 結果タイプに合わせ入力画面を複数提供。

3. 略称や記号入力の結果自動変換機能により入力を簡
素化。また、コード入力は全てガイダンス表示・入
力が可能。

4. X線フィルム番号、血液番号、個人ID、受診番号な
ど、複数のＩＤ順でデータ入力が可能。

5. 入力チェックを行うベリファイ入力画面の提供。

外部結果取込機能

1. FDによる外注検査等の結果取込が可能。

2. OCR・OMRを使った問診票や受診票の結果取込が可
能(オプション)。

判定支援機能

1. 項目判定、機能別判定、問診変換、前回値判定、総合
判定の5ステージ判定を採用。

2. 判定基準や相関判定の条件は任意に設定可能。

3. 判定コメントは文字数に制限なく自由に入力。

4. 検査結果や問診結果を判定コメント内に埋めこむコメ
ント自動生成機能を提供。

統計機能

1. 各種統計資料を標準で準備。

2. 定型的な統計資料以外に、各種集計条件を指定するこ

とで様々な統計資料が出力可能。

3. 集計結果をファイルに出力できる為、各種市販ソフト

と連携も可能。非定型統計処理も格段に効率アップ。

きめ細やかな団体管理機能

1. ニーズに合わせ健保・事業所単位による管理が可能。

2. 部コードの利用により会社名だけの管理だけでなく、
部署単位、支店単位での管理が可能。

特 長特 長

概 要概 要

■本システムは、最新のハードウェア、ソフトウェアを採用したクライアント／サーバーシステムです。
受診者の健康管理、健康増進、保健指導などの必要な情報を迅速に提供することができます。

特定健診・特定保健指導

1. 受診者管理、問診データ取込み、階層化、健診データＸＭＬファイル出力等の各機能を装備（標準）。

2. 保健指導メニュー管理、保健支援計画・評価支援、指導書作成支援、保健指導実績管理等の各機能を装備（ｵﾌﾟｼｮﾝ）。



ＪＢＣＣヘルスケア・コンソーシアム

ＪＢＣＣホームページ http://www.jbcc.co.jp

ＪＢＨＣ事務局 TEL：03-5714-5300 FAX:03-5714-5388
e-mail:mv_info@jbcc.co.jp

JBCC Healthcare Consortium

ＪＢＨＣホームページ http://www.jbhc.jp

【お問合せ先】 日本ビジネスコンピューター株式会社

画面／帳票サンプル

システム標準機能一覧

■ 登録業務 ■
団体情報管理
個人情報管理
個人情報条件検索

■ 登録業務 ■
団体情報管理
個人情報管理
個人情報条件検索

■ 予約業務 ■
予約入力(カレンダー)
予約入力(個人・カナ指定)
一括予約入力
一括予約修正
予約状況問合せ・修正
予約状況一覧表出力
受診票出力
健診実施通知書出力

■ 予約業務 ■
予約入力(カレンダー)
予約入力(個人・カナ指定)
一括予約入力
一括予約修正
予約状況問合せ・修正
予約状況一覧表出力
受診票出力
健診実施通知書出力

■ 入力管理業務 ■
進捗管理/未入力チェック

■ 入力管理業務 ■
進捗管理/未入力チェック

■ 受付業務 ■
受付入力
受付結果入力
経年結果問合せ
健診項目追加
名簿出力
外注依頼出力

■ 受付業務 ■
受付入力
受付結果入力
経年結果問合せ
健診項目追加
名簿出力
外注依頼出力

■ 結果入力 ■
健診結果入力
個人属性/結果入力
健診結果一括入力
外注検査結果入力
健診結果ベリファイ入力

■ 結果入力 ■
健診結果入力
個人属性/結果入力
健診結果一括入力
外注検査結果入力
健診結果ベリファイ入力

■ 報告業務 ■
健康診断個人報告書出力
人間ドック成績書出力
連名簿出力
有所見者リスト出力

■ 報告業務 ■
健康診断個人報告書出力
人間ドック成績書出力
連名簿出力
有所見者リスト出力

■ 統計業務 ■
健診結果条件検索
健診結果集計
項目数統計出力
月別受診者数統計出力
労基局提出用資料出力

■ 統計業務 ■
健診結果条件検索
健診結果集計
項目数統計出力
月別受診者数統計出力
労基局提出用資料出力

■ データ管理 ■
健診データ管理
マスタデータセーブ
マスタデータリストア

■ データ管理 ■
健診データ管理
マスタデータセーブ
マスタデータリストア

■ 判定業務 ■
自動判定

■ 判定業務 ■
自動判定

■ 運用業務1 ■
コメントマスタメンテナンス
結果データマスタメンテナンス
病名マスタメンテナンス
項目マスタメンテナンス
項目展開マスタメンテナンス
健診コースマスタメンテナンス
自動計算マスタメンテナンス
項目判定マスタメンテナンス
年代別項目判定マスタメンテナンス
機能/コメント/問診マスタメンテナンス
総合判定マスタメンテナンス
自動判定マスタメンテナンス
健診グループマスタメンテナンス
団体グループマスタメンテナンス
施設マスタメンテナンス
設備マスタメンテナンス
結果抽出マスタメンテナンス
成績書出力条件メンテナンス
ファイルフォーマットマスタメンテナンス

■ 運用業務1 ■
コメントマスタメンテナンス
結果データマスタメンテナンス
病名マスタメンテナンス
項目マスタメンテナンス
項目展開マスタメンテナンス
健診コースマスタメンテナンス
自動計算マスタメンテナンス
項目判定マスタメンテナンス
年代別項目判定マスタメンテナンス
機能/コメント/問診マスタメンテナンス
総合判定マスタメンテナンス
自動判定マスタメンテナンス
健診グループマスタメンテナンス
団体グループマスタメンテナンス
施設マスタメンテナンス
設備マスタメンテナンス
結果抽出マスタメンテナンス
成績書出力条件メンテナンス
ファイルフォーマットマスタメンテナンス

■ 運用業務2 ■
画面項目マスタメンテナンス
結果変換マスタメンテナンス
コード変換マスタメンテナンス
採番マスタ
汎用マスタメンテナンス
汎用マスタ種別メンテナンス
結果未入力(健診)マスタ
結果未入力(画面)マスタ

■ 運用業務2 ■
画面項目マスタメンテナンス
結果変換マスタメンテナンス
コード変換マスタメンテナンス
採番マスタ
汎用マスタメンテナンス
汎用マスタ種別メンテナンス
結果未入力(健診)マスタ
結果未入力(画面)マスタ

■オプション ■
請求機能
出張健診管理機能
政府管掌用帳票出力
ＯＣＲ・ＯＭＲ
オンライン機器接続
ＩＣカード
バーコードスキャナ
タブレット
ＰＤＡ
ＨＴＭＬ報告対応

■オプション ■
請求機能
出張健診管理機能
政府管掌用帳票出力
ＯＣＲ・ＯＭＲ
オンライン機器接続
ＩＣカード
バーコードスキャナ
タブレット
ＰＤＡ
ＨＴＭＬ報告対応

アイテック阪急阪神株式会社

■受付業務

■特定保健指導 指導書

帳票は全てExcelベース
なので、ユーザー自身で
レイアウト作成が可能

■結果報告書

■予約入力


