
Pharma Ⅱ plusの安心・期待効果・幅広い対応

各種カスタマイズを承っております。

ご質問のある方はお気軽にお問合わせ下さい。

本システムは経営力アップなど多くの期待効果を秘めています。そして、万全のサポート体制でお守りします。
システム構成でも、お客様のスタイルに合わせてご提供。常にフレキシブルにお応えします。

動作環境

多店舗独立型
店舗別にサーバがないため、システム構築費および維持費を
抑えることができます。

クラウド（データセンター）型
サーバをデータセンターにアウトソーシングし、店舗でのサーバ管理と
データ管理及び、維持を軽減される。初期導入費を抑えられる。

単独店（スタンドアロン）型
サーバ機能とクライアント機能を1台のパソコンに設定する。
初期導入費を抑えられるが、LAN接続が10台に制限される。

多店舗共存型
それぞれの店舗が近隣にあり、患者情報、医療機関などを
一元管理したい場合に有効です。

安心のサポート

導入後も安心・安全に運用！
万全のリモートサポートサービス

お客様と弊社システムサポートサービスセンターを回線で直結し、
保守対応致します。
サポートセンターでは、お客様の画面を確認しながら対応するため
トラブル対応を迅速に、正確に行い、時間の短縮を図ります。

※使用しているSurfaceの画像は、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。

※このカタログの記載内容は、予告なしに仕様・デザインを変更することがありますのでご了承ください。　　　　2016. 6 月現在
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お客様のマスタ及びデータを自動にバックアップ致します。
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調剤薬局

処方入力

領収書・薬情等

調剤システムサーバ
遠隔保守B2FCC安全サポート
サーバ内でデータ自動バックアップ

バックアップ体制

データは安心・安全なデータセンターで一括管理。

経営力UP!

自動発注計算で余剰在庫をスマートに削減

過去の使用実績により、適正な発注点が自動計算されます。
適正在庫数管理により、在庫金額が抑制されます。
取り扱い商品毎の適正在庫の把握と、日々の発注の労力が、
削減されます。
過去の調剤数量・長期投与の調剤予定数量などを条件とし、適正発注量を
システムが計算。発注予定データ作成により、発注業務の簡素化を行います。

※Windows と .NET Framework 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。
※Oracle は，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

※Core および Xeon® は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationの 商標です。
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Windows　Serever 2008　R2 (64bit) または 2012 (64bit)
Oracle11g　64bit または Oracle12c 64bit
Xeon(R)　プロセッサー (2.40GHz）　以上のパフォーマンス
4GB以上　64bitOSの場合は8GB以上を推奨
ディスクアレイ (DBのみ ： 10年分データ保存  100～150GB　1日約300枚）　有効サイズ500GB以上推奨
解像度　横1024　横768　以上を推奨
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Windows7　Professional (64bit推奨)、　Windows8.1 または Windows10　Professional　(64bit推奨)
Framework4.5  
Oracle クライアント 11g
Core i3 2コア　3.70 GHz以上
3GB以上 ( ファイリングPCの場合は4GB以上 )　   64bitOSの場合は 8GBを推奨
80GB以上

解像度　横1280　縦1024　以上を推奨
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保険調剤薬局総合システム

抜群の操作性を追究　薬局の問題を解決します

フレキシブルアプリケーション

システムの必要な機能をお客様ごとに

組み合わせ致します

お客様のご要望にも細かく対応できる

カスタマイズ対応型システムです



磨きをかけ、更に進化した PharmaⅡplus

処理を簡単起動！ 様々な情報を閲覧できるハイエンドインターフェース

保険調剤薬局総合システム

スムーズな処理機能と会計機能がドッキング！
患者確認後のスムーズな処理に加えて、リアルタイムで会計情報
を表示し、業務をアシストします。
患者コメントの表示も向上し、服薬指導とも共有化。
QRコード処方箋にも対応しています。

閲覧性に優れた画面
コンパクトに必要情報が凝縮され、見やすく配置された画面。
服薬指導で必要な情報を素早く閲覧することができます。
また、お薬手帳からの薬歴（併用薬）の取り込みも可能。
会計機能の呼び出し等、多彩な機能をご用意しています。

処理サーチ
沢山の情報機能から、求める
機能をキーワードでサーチ！
素早い操作を、更にアシストします。

業務に気づきを！
ポータルメニューは付箋付き。
従来の連絡帳を、もっと気軽にして、業務引き継ぎや伝達事項等を
画面に貼り付けることで見える化と気づきを促します。

ポータルメニュー
最初に表示されるメニュー。
ここで来局予定や、薬局内引き継ぎ事項等を確認。
もちろん処理起動はスムーズに！
よく使う処理起動メニューが自動的に集まります。
使えば使うほど馴染んでくる。
情報を提供し、操作を記憶するメニューです。

・迷子にならないコンテンツ配置
・日付ウィジェットコントロールの設置
・サブメニュー・マイツール・処理検索の新設

処方入力

MENU

服薬指導

操作性のポイント！

QRコード読み取り
QRコード処方箋の読み込み、電子お薬手帳からの薬歴（併用薬）の取り込みと、QRコードを使って各情報を
読み込むことで、より正確な入力と作業の軽減・円滑化を図ることができます。

主要な基本機能
日次業務
日次チェック・患者台帳

月次業務
保険請求・レセプト処理 /  オンライン請求

窓口業務
処方入力

他、多数その他 薬歴管理・薬品在庫 /  自動発注・薬袋発行

フレキシブルアプリケーション
PharmaⅡplusはお客様の業務に合わせて機能を仕立て上げてご提供するカスタマイズ対応型システム。
充実した機能を基本に、必要な機能を必要なだけ組み合わせ、独自の調剤薬局システムをご利用いただけます。
磨きをかけたシステムを更に、オンリーシステムへ。
PharmaⅡplusだけではなく、他社調剤システムとも組み合わせてお使いいただける特化型システムもご提供。

Line up！
特化型システムのご紹介

YK 電子薬歴システム

IM デッドストック
流通システム

IR インシデントレポート
集計システム

BF 在庫管理システム
ベストファンクション

PB BIG DATA
可視化サービス

今までアナログで行っていた作業を電子化！

※タブレット対応

★分包機等の調剤システムや、医療機器と連携！

Nsips対応
データ交換PharmaⅡ

plus または、調剤機器

他社調剤システム

ジョブメニュー
全ての処理起動をメニューに
カテゴリ別に表示。
カテゴリを選べば即座に
処理メニューが変わり、
容易に、処理を起動することが
できます。

簡単に動向把握
ポータルメニューでは、
薬局に必要な様々な情報を
集計して閲覧。
メニューにあるタブをクリック
するだけで、簡単に動向等を
把握することができます。

す ぐ に 見 える 効 率 化 U P ! 編 集 機 能同 時 処 理

見える！ キーボードに頼らない
指導文入力

薬剤情報提供文書を
患者単位に保守！

並列作業、
同時処理が可能

各種帳票のプレビュー化を実現！
会計画面ですぐレセプトが確認
できます。
処方箋、手書きの指導文も
スキャンOK！

マウスクリックで指導文書を入力！
スピーディーに指導文入力が
行えます。
簡単操作で大幅に効率化アップ！
前回情報表示で楽々入力です。

薬剤情報提供文書を患者単位に
保守可能！
画像・文書を患者別、患者科別に
保守する事が出来ます。

Windowsのマルチタスクと同様に
いくつもの処理を同時に行えます。
急ぎの患者さま来局時など処方
入力を複数起動しての処理もOK！
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