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P O I N T

Progress Corticonの導入により
中小医療機関を支援し、地域医療を支える
画期的なサービスを実現
モバイル通信分野を中心にさまざまなITソリューションを提供するアイ・エス・ビー。同社で
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Progress Corticonの採用により、
診療報酬ルールを一元管理し、

頻繁に行われる改定にも迅速に対応
ノンプログラミング製品のため、
ルール管理にかかる
手間と時間を節約

は、医療機関におけるレセプトにまつわる課題を解決するため、電子レセプト解析ソフト
「ファインレセプト」を開発しましたが、そのビジネスルール管理エンジンにアシストの

診療報酬の請求間違いだけでなく、

「Progress Corticon」を採用。診療報酬ルール改定への迅速な対応を実現し、医療機関

請求漏れを無くすことで、
中小医療機関

の収益改善および地域医療への貢献を目指しています。

の財務体質の適正化にも貢献
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ルール改定やマスターデータ更新に柔軟

請求漏れの防止により、収益を少なくとも

に対応する際の負担が大きい

に対応するため、BRMS(ビジネスルール

2％から3％は改善できる見込み

ルール改定の方針発表から実施までのス

管理システム)を導入

適正で精度の高いレセプトの作成、診療

ケジュールに余裕がない

ノンプ ログラミング 製 品の P ro g re s s

報酬に関する事務作業を大幅に効率化

医 薬品等マスターデータの更新に合わ

Corticonで診療報酬ルールを管理

患者にとっても適切な診療や、医薬品投与

地域医療の担い手である中小の医療機関

を受けることが可能に

せて、迅速な対応が必要

が採用しやすいクラウドサービスとして提供
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レセプト作成にまつわる負担や
ミスの軽減を通じ、地域医療への
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す。こうした事態をITの力

ノンプログラミングという特性を
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アイ・エス・ビーは、事業の柱であるモバイル通

これまでレセプトの作成業務については、医

きるのではないかと考え、

信分野を中心に、流通・製造、金融、医療・介護、
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