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検査結果通知システムの概要図
パニック値判定システム
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医師が応答すると、検査結果のうち

た院内ソリューションのみならず、こう
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えて、より幅の広い医療×UCソリュー

がこのパニック値を⑴目視で確認し、

定時間応答がなかった場合は、予め

ションの提供を目指している。一患者

⑵担当医師のPH Sを鳴らし、⑶口頭

設定された順番に、応答があるまで別

としても大変楽しみにしている。
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あるのだ。
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