
調剤監査支援システム
の提案

監査の必要性について

https://medicalfields.jp/
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ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ（メディモニター）とは

医薬品の種類と数が正しいかを機械
によって判別させるシステムです
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監査の流れ

患者情報が表示
されます

レセプトでの入力
が終わると

入力 表示



監査の流れ

種類 数

種類は医薬品にあるバー
コードを読み取って特定
します

数は医薬品の比重から
計算された重量と一致す
るかで判別します

スマホ内蔵カメラ or バーコードリーダ

※重量監査はオプションです

約0.1g

約1.0g

×１０

＝

電子はかりで確認



具体的な監査手順

処方箋を
選択

バーコード
をかざす

秤に薬を
乗せる

完了

レセコンの入力が終わると自動で表示

※先にバーコードをかざしても問題なし

「数」の確認を行います

※同時に複数種類を監査可能

「種類」の確認を行います

全ての種類について完了 自動的に監査結果が
すべて保存されます

散剤,軟膏,水剤
外用にも対応

※重量監査をする場合



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ(メディモニター)について

よくある誤解

監査に時間
がかかりそう

作業が増え
るのでは？

操作が難
しそう

機械は信
用できない



よくある疑問

作業が増えるのでは？

・今まで人が監査していたものを機械で監査できるようになります

⇒人が監査する作業が減ります！

・投薬ミスが減るので調剤過誤が少なくなります

⇒過誤に対応をする作業が減ります！



よくある疑問

操作が難しそう

パソコンとは違い、普段使い
慣れているスマートフォンと
同じ直感的な操作が可能！



よくある疑問

監査に時間がかかりそう

人の監査の場合： 約６秒
・医薬品を手に取る（１秒）→種類、規格を見る（１秒）→数を見る（２秒）→処方箋
に書かれている医薬品の種類、規格を見て正しいか確認（１秒）→処方箋に書
かれている数を計算して正しいか確認（１秒）

監査システムの場合：約４秒
・医薬品を手に取る（１秒）→バーコードをかざす（２秒）→秤の上に乗せる（１秒）



よくある疑問

機械は信用できない

・バーコードリーダの誤認率は
約1/3,000,000回（Code39）※

・人間がミスをする確率は
約1/333回※

※産業技術総合研究所のデータより

1

3,000,000
1

333

ミスの発生確率



薬剤師の皆様に

でも…お高いんでしょう？



経営者の疑問

システムを導入しても金銭的な
メリットがないのでは？



MediMonitorを導入すると

① 取り間違えによる過誤を減らせます

② 調剤ミスによる破棄を防げます

③ 薬を探す時間を減らせます

④ 監査のための人件費が下がります

⑤ 薬局の信頼性が上昇し、クレームが減ります



調剤過誤による損失

• 薬局の信頼性の低下

→患者数（処方数）の減少

• 調剤過誤による事故処理時間の増加

→薬剤師が処理できる処方枚数の低下

• 誤った調剤による廃棄量の増加

→破棄された医薬品は全て金銭的損失



モデルケース

•１日１００枚の処方箋

•薬剤師は３人

•導入前と導入後で調剤過誤を９０％減
らすことに成功

導入前 導入後
処方箋枚数 5,252 4,869

ピッキング回数 18,550 16,749
別物間違い(％) 54(0.29%) 0(0.00%)
数量間違い(％) 104(0.56%) 11(0.07%)

調剤もれ(％) 26(0.14%) 1(0.01%)

合計（％） 184(0.99%) 12(0.07%)

※ミスゼロ子運用成果より



調剤過誤による損失

口コミによる
効果は大きい

薬局の信頼性の低下

調剤過誤により

１人が来なくなる

粗利益が

約２，６００円減

通院患者様の
１００人中の１人が
また来なくなる



調剤過誤による損失

調剤過誤による事故処理時間の増加

対応を間違えると訴訟も

１日１００枚×２０日×０．００１(事故比率)＝
２件の事故×対応に６０分かかる場合

薬剤師に2200円/時間※の費用がかかるとすると

事故処理に
月２時間

時間的損失

薬剤師は高給のため処方業務に集中させるべきである

※賃金構造基本統計調査より



調剤過誤による損失

誤った調剤による廃棄量の増加

すべて破棄に

１０件に１件に上記の処方指示がある場合、年間の調剤過誤比率で計算すると

１日１００枚×２４０日×０．００１(事故比率)×６０００円(薬剤費)

粉砕 混合 分包

間違えると



薬を探す時間

薬剤師に2200円/時間の費用、処方１枚当たり１０秒の削減で計算すると

薬の場所はソフトが案内！

数が多くて場所がわからない 医薬品の場所を教えてくれる！

１日１００枚×２４０日×１０秒×０．６１円(2200円/時間の１秒あたり給与)



監査に必要な人件費

薬剤師の監査負担の削減

薬剤師に2200円/時間の費用、処方１枚当たり１５秒の監査時間がかかるとすると

薬剤師×３人 薬剤師×２人 ＆ 監査システム

監査役薬剤師の負担を削減可能！

１日１００枚×２４０日×１５秒×０．６１円(2200円/時間の１秒あたり給与)

薬剤師

＋

別の作業が出来る



添付文書表示機能

• 医薬品の詳細がわからない場合に簡単に添付文
書とインタビューフォームを表示可能

• そのままGoogleに検索をかけることもできる

音声検索タッチ入力
処方箋

添付文書 インタビュー
フォーム



写真保存機能

自動的に写真を撮ることも可能ケータイと同じように写真が撮れる

• カメラを使用して好きな写真を保存することが可能

• 監査時に自動的に写真を記録する設定も可能

• 写真は約60,000枚をネットに保存※上限に達したら古い写真から自動的に上書きされます

• ネットに保存しているため、どの端末からでも閲覧可能



新人が即戦力に

棚情報の表示

新人が抱える問題

薬の場所？

薬の効果？

ソフトの使い方？

添付文書の表示

スマホと同じ操作



MediMonitorは安価で導入可能！

でも…監査システムってお高いんでしょ？



MediMonitorは初期費用無料

タブレット、スマホ両方に対応

※インターネット接続が必要です

内蔵カメラでバーコード読取

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medimonitor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medimonitor


MediMonitorは薬局ごとに対応可能

※当社指定のA&D社の電子はかりと
BluetoothまたはUSBで接続します

内蔵カメラのバーコード読取がイマイチ錠数,散剤,軟膏,水剤監査が必要

※Bluetooth(SPP,HID)またはUSB(HID)に対応



必要なら一体型も使用可能

※Unitech社以外であってもAndroid搭載のハンディターミナルであ
れば対応可能ですので、ご連絡下さい

アプリをインストールするだけ！
特別な設定は不要！

Unitech P720

バーコードリーダー内蔵の

Unitech社 Android(PDA)全機種対応済み



MediMonitorは月額費のみでOK

何台使用しても追加料金なし！
メンテナンス費 保守費

店舗あたり

※クレジットカードまたは銀行振込



MediMonitorは工事不要

１. レセコンに専用ソフトを入れる
２. 処方箋の連動設定をする

レセプトコンピューター

MediMonitorレセコン連動ソフト

インストール

処方箋データの連動設定をする

※レセコンのインターネット接続が必要です

アプリをインストールしてIDを作ったら

https://medicalfields.jp/how_to_setup_mm/


レセコンがインターネット未接続でも利用可！

レセコンがインターネットに繋がってない
んだけど・・・

レセプトコンピューター

レセコン
（インターネット未接続）

詳しくはこちら→https://medicalfields.jp/medimonitorprice/

中継用パソコン
（インターネット接続済）

MediMonitorのWEB公開データ処理サー
バーインターネットにある

MediMonitorサーバー

※イメージ

https://medicalfields.jp/medimonitorprice/


MediMonitorの動作概要

レセプトコンピ
ューターにイ
ンストールさ
れた連動ソフ

トウェア

レセプトコンピューター

レセコン内

入力された
処方箋データ

専用の
連動ソフト

MediMonitorのWEB公開データ処理サー
バーインターネットにある

専用サーバー
MediMonitorアプリに表示

バーコードリーダー
（医薬品のバーコード

を読み取り）

電子はかり
（重量監査に使用）
 オプション

※MediMonitorシステムとレセコンとの連動にはNSIPSを利用しています。NSIPSは社団法人福岡
県薬剤師会の登録商標です。（商標登録 第5214610号）



MediMonitorの無料ダウンロード

https://medicalfields.jp/medimonitor/

https://medicalfields.jp/medimonitor/
https://medicalfields.jp/medimonitor/
https://medicalfields.jp/medimonitor/
https://medicalfields.jp/medimonitor/
https://medicalfields.jp/medimonitor/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medimonitor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medimonitor


導入時によくある質問

・アプリやレセコンの連動設定をやって欲しい
・使い方が分からないから説明に来てほしい

・Android端末,バーコードリーダ,電子秤も用意して欲しい

有料出張サービスを行っております！
※交通費込30,000円(税別)

北海道、沖縄、離島は別途交通費が必要な場合があります

それぞれリース契約,当社販売を行っています！

※お見積りを致しますので、ご連絡ください

薬局にサーバー設置をする事で利用できます！

・レセコンがインターネットに接続不可な場合は使えない？
レセプトコンピューター

ノートパソコン本体（MediMonitor親
機でレセコンからデータの処理や

保存を行う）

タブレット端末
（MediMonitorの操作機で
この端末で監査や棚卸し

を行う）

ルーター
（タブレットとパソ
コンとインターネ

ットを結ぶ）

バーコードリーダー
（医薬品のバーコード

を読み取り）

電子はかり
（重量監査に使用）
 オプション

LAN

LAN

無線LAN

Bluetooth

USB

インターネット

LAN

外付けHDD
（監査データなどのバックアップ）

USB

詳細はこちら→https://medicalfields.jp/medimonitorprice/

価格の詳細、お申込みはこちら→https://medicalfields.jp/shop/

お申し込みはこちら→https://medicalfields.jp/contact/

https://medicalfields.jp/medimonitorprice/
https://medicalfields.jp/shop/
https://medicalfields.jp/contact/


導入時によくある質問

・デモが見たい

デモ専用ページを御覧下さい！

お申し込みはこちら→https://medicalfields.jp/contact/

こちら→https://medicalfields.jp/demo/
※出張による現地でのデモをご希望される場合は、ご連絡下さい

※出張デモは交通費が必要になる場合があります

その他の質問はこちら→https://medicalfields.jp/how_to_use_mm/

・病院（院内薬局）、卸での利用は？

利用できる場合があります！
※JAHISに対応(β版),その他の連動方式は有料にて対応可(場合による)

※料金に関しては、通常のプランと異なります。

詳細はこちらよりご連絡下さい→https://medicalfields.jp/contact/

https://medicalfields.jp/contact/
https://medicalfields.jp/demo/
https://medicalfields.jp/how_to_use_mm/
https://medicalfields.jp/contact/


導入のお問い合わせ

📨 info@medicalfields.jp

mailto:info@medicalfields.jp
mailto:info@medicalfields.jp
https://medicalfields.jp/
https://medicalfields.jp/


薬剤師の皆様に

安価で導入しやすいのは分
かったけど、他の監査システ

ムと比べてどうなの？



A社の監査システムとの比較

A社製品の利点

A社製品の欠点

・バーコードをかざす必要がない

・設置場所を広くとる必要がある
・水剤、散剤、軟膏の監査はできない

・シップ剤などのサイズが大きい医薬品の監査ができない、
また出来たとしても重量監査でエラーが出ることが多い
・トレイに薬品を綺麗に並べる手間がある
・正しい医薬品を取っていても[間違い]と表示される事があ
る



A社の監査システムとの比較

忙しい

正しいの
にエラー

• 正しい医薬品を取っていても間違えと表示され
る事がある

→調剤ミスは多量投与の処方時に起こることが多
く、そのような処方が出た時は多忙になる

→多量の医薬品の場合、画像監査が誤認識を起
こすことが多い

→多忙時にトレイに綺麗に医薬品を並べ何度も監
査をするという無駄が生じる

MediMonitorは種類を誤認識をすることはない！



他社の監査システムとの比較

MediMonitor T社 A社 M社

薬を取る手間 ○ ○ ◎ ○

監査の正確さ ◎ ◎ ○ ◎

重量による錠数監査 ○ ○ ○ ×

複雑な調剤支援※1 ◎ ○ ○ △

写真付き監査履歴 ○ △ ○ ×

患者情報検索 ○ × × ×

医薬品情報検索 ◎ × × ×

在庫管理 ○ × × ○

棚卸し機能 ◎ × × ×

データベース自動更新機能※2 ○ × × ×

高度なセキュリティ※3 ○ × × ×

薬局外での使用 ◎ × × ×

設置のやり易さ ◎ △ △ ○

機器の大きさ ◎ △ △ ○

停電時での使用 ○ × × ×

電話でのサポート △※4 ○ ○ ○

メールでのサポート ○ △ △ △

価格 ◎ △ △ ○

※1 複数人対応、施設,予製,バ
ラ,分包品の監査対応など

※2 オンラインで自動的に最
新情報へアップデート

※3 ICカードやパスワードによ
るログイン監視機能

※4 有料出張サービスをご利
用された方限定

MediMonitor

VS



MediMonitorのセキュリティ

https://medicalfields.jp/medimonitor_security/

※それでも不安なら個人情報を一切送信しない設定もできます

・データは暗号化済み
・個人情報は厳格管理
・利用者を厳しく制限

https://medicalfields.jp/medimonitor_security/


すべての医薬品の監査

他社にはない優れた特徴

→通常の錠剤に加え、散剤,軟膏,水剤,外
用を含めたすべての医薬品の監査に対応

→過去の処方情報を薬局外からでも検索し
閲覧。メモ書きや写真の保存も可能

→医薬品ごとの使用状況だけでなく、添付
文書やインタビューフォームの閲覧も可能

患者検索&処方歴閲覧機能

医薬品検索機能
薬局外でも閲覧可能!

データベース自動更新機能
→自動的に最新の医薬品情報に更新（重量

情報除く）※重量情報に関しては初回時のみ、確認
画面が出てき、その場で自動的に上書き登録されます



予製、施設を保存

他社にはない優れた特徴

→正確な重量監査が必要な医薬品は、専用の監査画面を自

動的に表示。設定した分包数に合わせて分割し、１度に取得
すべき重量の表示も可

→同じ医薬品で重量が異なる場合でも、それぞれの重量を登
録し同時に監査可能 ※最大で１薬品に９９パターン保存可

→[1人の患者を複数人で監査]や[複数の患者を並行しての監
査]も、各端末で可能。監査情報もリアルタイムで同期され、情
報の変更も可 ※最大で１店舗あたり９９台利用可能

バラ、分包品に対応

複数人での監査

散剤,軟膏,水剤に対応

→予製や施設の情報を保存して、必要な時に呼び出して監査
可能 ※無制限で保存でき、検索にも対応

→処方日数が多い場合でも任意の日数で分割して監査可能
分割での監査

＋
×50 ×25



高度なセキュリティ

他社にはない優れた特徴

停電時に使用可能

音声による文字入力

来局日の確認 設置場所を取らない

WEBで確認、印刷

カメラ自動撮影

棚番号を自動作成、表示

→ICカードを使った認証、権限機
能による利用者の厳格な管理

→停電時でも内蔵バッテリーと
モバイル回線により使用可能

→タッチ入力が苦手であっても
音声による入力が可能

→次回患者様が来る日を予想
し一覧でカレンダー表示可能

→コンパクトなスマホを使うこと
で何処でも設置可能

→専用のWEBページから監査履歴や
在庫状況を表示し、印刷可能

→監査時に自動撮影するよう設
定可能、撮影条件も選択可

→バーコードをかざすだけで薬の棚番を
順に登録でき、監査時に棚番を表示可



アップデート



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しシステムとは

バーコードを読み込んで、在庫数を登録
するだけで棚卸しが出来るシステムです

ユベラ５０ｍｇ

１００錠

OK



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しシステムとは

棚卸し情報を携帯端末で一括管理す
ることが出来ます



在庫数の登録方法

[種類]
・バーコードスキャン
・医薬品検索
で特定します

[数]
・かざしたバーコードの箱に記載されている数
・自分で入力

・秤の上に乗せて、登録された比重から計算
された数
以上の３種類から登録できます

OR

直接入力

薬を秤に載せる

ユベラ５０ｍｇ

１００錠

OK OR

箱に記載されてる数



在庫数登録での特徴

１００錠
５００錠

１０００錠

グリチロン

１００錠

OK

グリチロン

５００錠

OK

グリチロン

１０００錠

OK



今までの棚卸しの問題点

① 同じ種類の医薬品が別の場所にあった場合に合計
する必要がある

② 数えた医薬品が処方された場合に再び数え直す必
要がある

③ 複数人で棚卸しをした場合に紙だと情報が共有で
きない

④ 紙に数を書いてそれをExcelに入力するなど２度手間が
かかる



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しの特徴

→同じ医薬品が別々の場所にあった場合でも自
動的に計算して合計できます

棚情報画面
棚の場所に医薬品を登録します

左上から順番に実際にある在庫数登録します

登録画面

棚に登録すると自動的に同じ医薬品
が他の場所にあるか計算します



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しの特徴

→いつ棚卸しをしても未来や過去の時点の在庫
数を求めることができます！

例えば１２月２７日２２時時点の在庫が欲しい場合に１
２月５日の１４時時点の薬局に存在する在庫を登録し
たとしても１２月５日１４時～ １２月２７日２２時までの

在庫変動数を自動的に計算し１２月２７日２２時時点
の在庫数を算出することが出来ます。

これにより時間がある場合に少しづつ棚卸しをし、棚
卸しの締め日までにすべての医薬品に対して登録を
済ましておけば棚卸し日に棚卸しをすることなく棚卸し
日の在庫数を出力することが出来ます。

在庫変動の調整



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しの特徴

→複数端末で棚卸しをした場合でも同じ画面が
表示でき、数も合計されます

端末１ 端末２
同じ画面で作業

＝



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒ棚卸しの特徴

→棚卸しした情報はリアルタイム反映され簡単に
Excelに表示できる形式でダウンロードできます

専用WEBサイトからダウンロード Excelで表示



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒで効率的な棚卸し

① 数の登録を簡単に行なえます

② 複数端末を同じ画面で棚卸しが出来ます

③ 棚卸し時点の在庫数を計算できます

④ 在庫状況をExcelにダウンロードして確認できます

⑤ 合計薬価を自動的に計算できます



ＭｅｄｉＭｏｎｉｔｏｒは在庫管理も可能

その後の入庫出庫情報を登録

投薬以外の薬の入出庫を登録すると自動的に在庫数を計算！

投薬以外の薬の
入出庫を登録する

※患者への投薬は自動的に出庫扱いとして登録されます



MediMonitorの無料ダウンロード

https://medicalfields.jp/medimonitor/
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お問い合わせ

📨 info@medicalfields.jp
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