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本書の目的について 

本書は、旧アニコムレセプター７からアニレセFへの 
契約切り替えをご希望のお客様に、 
アニレセFで追加・変更した機能についてご理解いただくことを 
目的としております。 
 
契約切り替え前に、本書を必ずお読みいただき、 
差分をご理解のうえ、契約切り替えをお願いいたします。 
 
今後もアニレセFを何卒よろしくお願いいたします。 
 
 
 
 

2014年12月17日 アニコムパフェ株式会社 
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アニレセFの基本的な構成 

アニコムレセプター７ アニレセF 

インストール 

・データをパソコンの中に保管 
 → データの入ったパソコンでしか利用できない。 
 → パソコンが破損した場合、データが復元できない。 
 
・ファイルメーカーのソフトウェアをDVDからインストール 
 → ファイルメーカーの利用や購入が必須。 
 → 対応していないOSでは利用ができない。 
 → 台数制限がある。 

・データをクラウドに保管 
 → どのパソコンでも同じデータで利用可能 
 → パソコンが壊れてもアニレセを入れなおせばOK 
 
・アニレセFのアプリケーションを、Webからインストール 
 → ファイルメーカー利用不要。 
 → 最新のOSにも対応（富士通社が対応） 
 → 台数制限なし。複数台利用前提 

バージョンアップ 富士通クラウド 
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１．ログイン画面について 
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アニレセFでは、システム利用開始前に「ログイン画面」と「お知らせ画面」が 

表示されるようになりました。 

従来アニレセに関するお知らせは、FAX・お電話でお送りしておりましたが、 

今後は、本お知らせ画面でも確認いただけます。 

▲アニレセFログイン画面 

１．ログイン画面と緊急時非保存モード 

お知らせ画面 

(1) ログイン画面 
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アニレセFは、インターネットに繋ぎクラウド利用を前提とするサービスです。 

このため、インターネットに繋がらない環境では利用に支障をきたしてしまいます。 

そのような時のために、アニレセFでは「緊急時非保存モード」という機能を搭載しています。 
 

本機能は、何らかの原因でクラウドへの接続ができない際に、 

クラウドに接続しなくても最低限の機能を利用できるモードです。 

本モードを利用することで、インターネットに繋がらない際にも受付・会計でお客様を 

お待たせすることはございません。 

緊急時非保存モード 

(２) 緊急時非保存モード 

緊急時非保存モードで作成したデータは

クラウドに保存されないため、再作成が

必要となります。ご了承ください。 
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２．検索機能について 
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２．検索機能について 

空白検索 アスタリスク（*）検索 

アニコムレセプター７ 本体で利用可能 本体で利用可能 

アニレセＦ DM君で利用可能 DM君で利用可能 

アニコムレセプター７とアニレセFの各種画面における検索機能について、 

下記の差分がございます。 

= 次回予定日 

空白検索・アスタリスク検索 

＊ 次回予定日 

「＝」や「＊」を入力して、検索 

アニレセFで上記の検索を行う場合、 

フリーツール「DM君」をご活用ください。 
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３．ＤＭ検索の使い方について 
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３．DM検索の方法について 

誕生月検索 お悔やみ 一般 

アニコムレセプター７ DM検索で実施 DM検索で実施 DM検索で実施 

アニレセＦ 
DM君で実施もしくは、 
生年月日検索で実施 

DM君で実施もしくは、 
マルチ検索で実施 

DM君で実施もしくは、 
マルチ検索で実施 

アニコムレセプター７とアニレセFのDM検索について、方法が異なります。 

※１：アニレセF本体では、「生年月日」による検索は可能です。（期間での指定可） 

DM検索の詳細につきましては、次ページ以降をご確認ください。 

(1)機能差分の概要 

アニレセFには、DM機能を補完するためのフリーツール「DM君」を同梱しております。 

「DM君」は、アニコムレセプター７からDM作成機能のみを抽出したフリーツールです。 

アニレセFからダウンロードした患者さまのリストを取り込み、DMを作成することができます。 

(2)DM君について 
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(2)DM君を用いたアニレセFでの誕生月検索について 

＜例＞1月が誕生月の患者さまにDMを送付する場合 

①アニレセFのマルチ検索より、「生年月日」または「年齢」の検索条件を設定します。

（例：生年月日が2004/01/01～2014/12/31 または 年齢が0歳～10歳 等） 

※患者さまのDM設定のうち「ワクチン」「フィラリア」「狂犬病」のいずれかが 

 “不要”の設定ではないことが必要です。 

② 検索を実行し、検索結果をダウンロードします。 

③ ダウンロードした患者さまのリストを「DM君」に取り込み、DMを作成します。 

DM君 

患者様リスト 

DM作成・印刷 検索・結果ダウンロード 取込 

▼アニレセF DM設定画面 

すべてのDMが「不要」に設定 
されている状態では、DMを 
作成することができません 
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(3)アニレセFでのお悔やみのDM検索について／一般のDM検索について 

＜例＞8月に亡くなった患者さまにお悔やみのDMを送付する場合 

① アニレセFのマルチ検索より、「死亡日」を検索条件として設定し、検索します。 

（例：死亡日が2014/08/01～2014/08/31 等） 

② 検索結果を元にDMを作成します。 

※患者さまのDM設定のうち「ワクチン」「フィラリア」「狂犬病」のいずれかが 

 “不要”の設定ではないことが必要です。 

＜例＞一年間来院されていない患者さまにDMを送付する場合 

① アニレセFのマルチ検索より、「最新来院日」を検索条件として設定し、検索します。 

（例：最新来院日が2013/08/01より前 等） 

② 検索結果を元にDMを作成します。 

※患者さまのDM設定のうち「ワクチン」「フィラリア」「狂犬病」のいずれかが 

 “不要”の設定ではないことが必要です。 
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アニコムレセプター７の場合 アニレセFの場合 

カルテナンバーでDM検索時に、 
文字種類の制限がない。 
DM検索で実施可能。 

患者・飼い主検索から実施可能。 

カルテナンバーでのDM検索について、下記の差分がございます。 

(4)カルテナンバー検索について 

＜例＞アニレセFにおいて、カルテナンバーにひらがなが登録されている患者さまを 

検索する場合 

① アニレセFの飼主・患者検索より、「カルテ№」の検索条件を設定します。 

（例：カルテナンバーが「あ123-01」 等） 

② 検索結果を元にDMを作成します。 

 ※患者さまのDM設定のうち「ワクチン」「フィラリア」「狂犬病」のいずれかが 

 “不要”の設定ではないことが必要です。 
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４．レセプト請求方法について 



４．レセプト請求方法について 
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アニコムレセプター７からレセプト請求を行う場合、 
オンライン請求・E-mail請求・FAX請求の3種類をご提供しておりました。 
 
 
一方、ほとんどのアニレセ７ご利用ユーザー様がオンライン請求を 
ご希望されている現状を鑑み、 
アニレセFからレセプト請求を行う場合、オンライン請求のみを実装しております。 
 
ご留意のほどよろしくお願いいたします。 

オンライン請求 E-mail請求 FAX請求 

アニコムレセプター７ ○ ○ ○ 

アニレセＦ オンライン請求に統一 
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５．診療科目集計の金額表示について 
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５．診療科目集計について 

アニコムレセプター７の場合 アニレセFの場合 

・金額表示欄を、「内税」「外税」二つ持つ。 
・金額欄は、「内税」と「外税」が各々表示 
 
メリット：金額表示を期の途中で切替えても 
     内税・外税が混じらない。 
 

デメリット：金額列が分かれるため、一列で 
      金額把握ができない。 

金額欄は、1項目のみ。 
「内税」・「外税」が混在表示 
 
メリット：金額列が分かれるため、一列で 
     金額把握が可能。 
 

デメリット：金額表示を期の途中で切替えた場合、 
      内税・外税が混在する。 

集計表の金額表示欄の仕様変更の都合上、下記のような表示欄となります。 

アニコムレセプター７ 

一列で見れないが、 
「内税」・「外税」が各々表示される 

診療№ 診療科目 金額（外税単価計） 金額（内税単価計） 数量 

アニレセF 

診療№ 診療科目 金額 数量 

001 

002 

合計 

診察料 

検査料 5 

3 

8 

108 

   0 

0 

200 

108 200 

001 

002 

合計 

診察料 

5 

8 

108 

308 

200 

3 

検査料 

一列で金額が見えるが、期の途中で切り替えた場合 
「内税」・「外税」が混在して表示される 

アニレセFでは、診療明細作成時点の消費税計算方式で金額が算出・集計されます。 
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６．RV出金集計について 



６．RV出金集計について 
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(1)RV出金集計における締日の設定 

アニコムレセプター７の場合 アニレセFの場合 

「毎月○○日〆」の入力欄があり、一度入力す
るとその値が保持される。 
 
また、「今月」・「先月」ボタン押下時に、上
記で設定した期間で集計される。 

 

締日で集計する場合には、期間を入力すること
で集計可能 
 
（集計期間を手動で設定する） 

RV出金集計の「締日の設定機能」ついて下記の差分がございます。 

アニコムレセプター７ 

毎月 日〆 

まで から 

20 

2014/07/21 2014/08/20 

アニレセF 

2014/08/20 2014/07/21 ー 
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７．診療明細書の編集・削除について 



７．診療明細書の編集・削除について 
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(1)機能差分の概要 

アニコムレセプター７の場合 アニレセFの場合 

編集および削除が可能。 
 
編集した場合、編集前の診療明細書は上書き 
保存される。 
 
削除した場合、対象の診療明細書はアニコムレ
セプターから永久に消去される。 

一度確定（印刷）した診療明細書の編集削除は、 
赤伝票を発行する方式で実施します。 
 
その際、編集および削除を行う対象となった診
療明細書は「元伝票」として残りますが、 
集計上は、考慮されません。 
 
※本件は、昨今の訴訟対策のため伝票を 
※証拠として残すニーズがあったため 
※実装させていただきました。 

診療明細書の編集および削除について、下記の差分がございます。 

一度作成した診療明細書を遡って加工・削除することは、不正処理の疑いを招く要因となる可能性が

ございます。アニレセFでは、会計管理上、より適正な記録が取れるよう元の明細書を残した状態で、

編集および削除ができるように設計しております。 

システムの操作上は、違和感の無いよう開発しておりますので、本ご留意のほどお願いいたします。 

アニレセFにおける、診療明細書の編集および削除につきましては次ページをご確認ください。 
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 (2)赤伝票・元伝票・再請求伝票について 

アニレセFにおいて、診療明細書の編集および削除を行った際の詳細をご案内
いたします。 

編集 

赤伝票 

（取消伝票） 

診療明細書 
（元伝票） 

①編集 

再請求 
伝票 

編集後の 
診療明細書 

元伝票 

編集前の 
診療明細書 

①編集前の診療明細書 
＋ 

② ①の取消用診療明細書 
＋ 

③修正後の新しい診療明細書 

削除 

赤伝票 

（取消伝票） 

診療明細書 
（元伝票） 

②削除 

元伝票 

編集前の 
診療明細書 

相殺 

相殺 

①編集前の診療明細書 
＋ 

② ①の取消用診療明細書 

編集後は3種類の診療明細書が 

作成され、すべて閲覧可能です。 

削除後は2種類の診療明細書が 

作成され、すべて閲覧可能です。 
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８．データ構造について 
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８．データ構造について 

次ページの対応を行っていただければ現状のアニレセ７と、同じ運用が可能ですのでご

確認をお願いいたします。尚、診療明細上は問題が発生しない作りとしています。 

アニコムレセプター７ アニレセＦ 

 作成したデータは全て、作成時点のマスター情報で作成され、その
後も保持し続ける。 
 そのため、作成後にマスター情報を変更・削除したとしても、作成
済みのデータには反映されない。 

 作成したデータは作成時点のマスター情報で作成される。 
 作成後にマスター情報を変更・削除した場合、一部機能を除き、作
成済みのデータにも反映される。 
※会計情報に関しては、作成時点の情報が保持されます。 

＜例＞ワクチン接種情報 登録後に、マスター（ワクチン名）を変更した場合 

ワクチン接種情報 

接種日 次回接種日 ワクチン名 

2014/08/13 2014/08/20 キャナイン３ 

ワクチン接種情報 

接種日 次回接種日 ワクチン名 

2014/08/13 2014/08/20 キャナイン３ 

マスター情報 
（ワクチン名） 

キャナイン11 

ワクチン接種情報 

接種日 次回接種日 ワクチン名 

2014/08/13 2014/08/20 キャナイン３ 

ワクチン接種情報 

接種日 次回接種日 ワクチン名 

2014/08/13 2014/08/20 キャナイン11 

マスター情報 
（ワクチン名） 

キャナイン３ 

②ワクチン名を変更（キャナイン３⇒キャナイン11） 

※マスター情報変更後の①のデータ 

①ワクチン接種情報を登録（ワクチン名：キャナイン３で登録） ①ワクチン接種情報を登録（ワクチン名：キャナイン３で登録） 

ワクチン名は、変更
したマスター情報
が反映されない 

※マスター情報変更後の①のデータ 

マスター情報 
（ワクチン名） 

キャナイン11 

マスター情報 
（ワクチン名） 

キャナイン３ 

②ワクチン名を変更（キャナイン３⇒キャナイン11） 

ワクチン名は、最新
のマスター情報が
反映される 
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データ構造の違いを考慮した運用回避方法 

マスタ修正時に、既存の項目を編集するのでなく「新規に項目追加」を行ってください。 

 

  よくない例：既存の項目を上書きする。 

 

  よい例  ：新規で項目を追加する。 

新規項目追加することで、 

現状と変わりなく項目管理が可能となりますので、 

既存項目の編集でなく、新規項目追加での対応をお願いいたします。 
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９．その他の機能について 



９．その他の機能について 
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(1)アニレセFには一部の機能が搭載しておりません   

これらの機能をご利用希望の方は営業担当へご相談ください。 
別途代替手段をご案内させていただきます。 

説明 

お薬効能 お薬の効果性能を印刷する機能 

お薬計算（明細作成時） ペットの体重から薬容量を計算する機能 

診察券の印刷（患者情報） 診察券を印刷する機能 

分析シート（受付状況一覧） 来院した患者の受付時刻、診療開始時刻等を一覧表示する機能 


