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レセコン,予約システム,電子カルテ,自動釣銭機,自動精算機,
自動受付機,問診票システム,患者説明用アニメーション,経営
管理・院内データ総合管理システム,インターネット情報一元
管理,スタッフマネジメント,クラウド防犯カメラ

　本書は，歯科医療情報のIT化により生まれたサービス，
具体的にはレセコンや歯科予約システム，自動釣銭機な
どの最新IT製品を特集．クリニックでの実際の活用事例
や導入メリットなどについて詳細に解説した．
　昨今の歯科医院経営において関心の高い，スタッフ不
足による業務の効率化，新型コロナウイルス（COVID-19）
対策としての働き方の多様化や待合室などでの衛生対策
など，デジタル時代の“新しい働き方”へのヒントが満載．

本書で取り扱うサービス

歯科ITサービス入門
レセコン,予約システム,自動釣銭機の最前線

歯科ITサービス企業が集結

● 自動精算機で金銭授受不要
● インターネット情報一元管理システムで感染予防対策を情報発信

● QRコードをかざす自動受付機で非対面化 ● 予約システムで導線整理による3密回避
● クラウド型カメラで院内の動向記録

歯科ITサービスの新型コロナウイルス（COVID-19） 対策例

　本書は，歯科医療情報のIT化により生まれたサービス，
具体的にはレセコンや歯科予約システム，自動釣銭機な
どの最新IT製品を特集．クリニックでの実際の活用事例
や導入メリットなどについて詳細に解説した．
　昨今の歯科医院経営において関心の高い，スタッフ不
足による業務の効率化，新型コロナウイルス（COVID-19）
対策としての働き方の多様化や待合室などでの衛生対策
など，デジタル時代の“新しい働き方”へのヒントが満載．

レセコン，予約システムの
ランニングコストがわかる

一覧表付き!
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予約システム仕様一覧

製品名

クリニッククラウド PLUM CALENDAR 予約Premium デンタマッププラス Genifix

販売元 株式会社ADI.G 株式会社NNG 株式会社ノーザ 株式会社USEN 株式会社モリタ

製造元 株式会社ADI.G 株式会社NNG 株式会社ノーザ ピクオス株式会社 株式会社モリタ

購入価格／初期費用 なし なし 初期費用¥1,100,000～（ハード別途） 初期費用¥100,000 ¥398,000/ ¥150,000

月額制／ライセンス制 月額制 月額制 ライセンス制 月額制 月額制

月額使用料 ¥39,800～ ¥20,000～50,000 サーバー利用料¥8,000 ¥6,000 ¥3,980

ソフト保守費用 なし 上記に含む 上記に含む 上記に含む 上記に含む

ハード更新費用 なし 別途相談 なし なし なし

システム クラウド クラウド・オンプレミス
ハイブリット

（クラウド & オンプレミス）
クラウド クラウド

ネット回線 必要 必要 必要 必要 必要

リライトカード診察券 あり（オプション） あり（オプション） あり（オプション） なし あり（オプション）

レセコン連動 あり（オプション） あり あり（自社のみ） あり あり

CTI機能 あり（オプション） あり あり（オプション） なし あり（オプション）

web予約 あり あり あり（標準） あり あり

タブレット対応 あり あり あり（オプション） あり あり

その他オプション 画面のカスタマイズ
スマホアプリ（QR診察券）,LINE連
携

あり（SMSなど） 自動音声対応,SMS,LINE連携

株式会社USEN

ピクオス株式会社

初期費用¥100,000

月額制

¥6,000

上記に含む

なし

クラウド

必要

なし

あり

なし

あり

あり

あり（

製品名

SMSなど
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レセコン仕様一覧

製品名

カルテクラウド POWER 5 G WiseStaff- 9 Plus ジュレア DOC- 5  PROCYON 3

販売元 株式会社ADI.G デンタルシステムズ株式会社 株式会社ノーザ ピクオス株式会社 株式会社モリタ

製造元 株式会社ADI.G デンタルシステムズ株式会社 株式会社ノーザ ピクオス株式会社 株式会社モリタ

初期費用／購入価格 初期費用￥300,000 初期費用￥150,000
購入価格￥2,640,000～

（ハード別途）
なし
※クレジットカード決済の場合

￥270,000/ ￥2,500,000～

月額制／ライセンス制 月額制 月額制 ライセンス制 月額制 月額制/ライセンス制

月額使用料 ￥29,000～ ￥23,000 なし ¥18,000 ￥23,000～

年間ソフト保守費用 なし 上記に含む ￥79,200～¥158,400 上記に含む 上記に含む/ ￥36,000

バージョンアップ方式 クラウドサーバーで自動アップデート クラウドサーバーで自動アップデート オンライン/媒体（CD-R） 自動アップデート オンラインでダウンロード

ソフト更新費用 ソフト保守費用に含まれる なし ソフト保守費用に含まれる なし ソフト保守費用に含まれる

ネット回線 必要 必要 任意（オフライン利用も可） 必要 ADSL以上,光推奨

基本OS Windows
Windows10推奨,Mac,各種タブ
レット

Linux
（クライアントはWindows,Mac対応※Verによる）

Windows,Mac Windows10 Pro

使用可能パソコン台数 オプションで何台でも
同時 3 ライセンス
※追加 1 ライセンスにつき¥500

1 サーバーにつき25台
※構成により,それ以上も対応可

制限なし
無制限/ 1 サーバーにつき15台
※構成により,それ以上も対応可能

電子カルテ なし あり（選択式） あり なし あり（オプション）

オンライン請求 あり あり あり あり あり（オプション）

介護保険請求 あり（オプション） あり（オプション） あり（オプション） あり あり（オプション）

訪問診療用システム あり あり あり（オプション） あり あり（オプション）

保険証スキャナー あり（オプション） あり（オプション） あり（オプション） なし あり（オプション）

リライトカード診察券 なし あり（オプション） あり（オプション） なし あり（オプション）

自動釣銭機 あり（オプション） あり（オプション） あり（オプション） あり（2020年10月予定） あり（オプション）

自動精算機 あり（オプション） 2020年12月頃を予定 なし なし あり（オプション）

予約システム連携 あり（オプション） あり（オプション） 各社ソフトと連携あり あり あり（オプション）

レントゲンシステム あり（オプション） あり（オプション） 各社ソフトと連携あり あり あり（オプション）

その他連携システム あり（オプション）
歯周検査値入力ソフト 
患者プレゼンテーションソフト

DentalXR等 あり（オプション）
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支店・営業所

●貴院名

冊注文します。

き り と り 線

モリタ商品コード：208040742

●ご指定歯科商店

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。

別冊the Quintessence
歯科ITサービス入門 レセコン,予約システム,自動釣銭機の最前線
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巻末付録
（レセコン，予約システム仕様一覧）

広告協力企業一覧
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