
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。

この度、下記の日程にて診療報酬改定セミナーと商品展示会を開催させて頂くこととなりました。

今回は、株式会社ニチイ学館 永田 弘美氏に

「個別指導対策とカルテ記載の重要性について」 というテーマの講演を行っていただきます。

その他にも病院様のお役にたてるシステムの商品展示会も併設させていただきますので奮ってご参加ください。

敬 具

日時 ： 2019 年 2 月 27 日 (水曜)
１２：0０～１6：４５ [ 受付１２：００ ]

(講演は13:30～16:00ですが、展示会場は上記時間帯いつでもご覧頂けます。)

会場 ：FUJITSU Digital Transformation Center
東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル 30階
Seminar room2・3

アクセス：JR山手線・京浜東北線／東京モノレール「浜松町駅」より
2階コンコースで直結
都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より
地下1階で直結（B3出口）

医療情報セミナー ＆ 商品展示会
２０１９年 / 冬

ご挨拶

日時・会場

参 加 無 料
〔定員 6０ 名〕

～ セミナーテーマ：個別指導対策とカルテ記載の重要性について～

セミナー参加ご希望の方は、同封の「参加申込書」に必要事項を書き込んでいただき、誠にお手数ですが、2月25日(月曜)までに

FAXご返送をお願い致します。（FAX:03-6667-0744）定員になり次第、締切らせていただきますので予めご了承ください。

※セミナーへのお申し込みは、医療機関様に限らせていただきます。

※当日会場ビルにおいて、ビル内入場の為のカード並びに名札をお渡ししております。お手数をおかけいたしますがご了承くださいますよう、

お願い申し上げます。

お申し込み

株式会社医療情報システム 首都圏営業部 東京営業所 セミナー事務局
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-1 NBアネックス8F
担当：鈴木崇子 TEL： 03-6667-0784(代)    FAX： 03-6667-0744

お問い合わせ

主催：株式会社医療情報システム
共催：富士通株式会社



挨 拶

開会のご挨拶

13 :30～

受付開始 12 :00～

デモご観覧 （前半）

次頁に示すソリューションを実機にてご紹介いたします。
※講演中も、デモンストレーションのご観覧は可能です。

12 :00～13 :30

※ 都合により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

デモご観覧 （後半）

次頁に示すソリューションを実機にてご紹介いたします。

16 :00～ 16 :45

プログラムのご案内

講 演 ②

講師 ： 永 田 弘 美 氏
株式会社ニチイ学館 基幹事業統轄本部 医療関連事業本部
事業推進部 経営支援課 課長補佐

「 個別指導対策とカルテ記載の重要性について 」

14 :00～ 16 :00

 平成12年 株式会社ニチイ学館 札幌支店 入社

 平成22年 医療関連事業統括本部 事業部 医事技能専門職

 平成27年 医療関連事業本部 経営支援部 コンサルティング課 課長補佐

 平成30年4月 基幹事業統轄本部 医療関連事業本部 事業推進部 経営支援課 課長補佐

＜講師略歴＞

講 演 ① 13 :30～14 :00

「 病院のICTを安全に活用するために 」

講師 ： S k y 株 式 会 社

＜主な実施セミナー＞

診療報酬改定セミナー、

医師事務作業補助者研修

ＤＰＣセミナー

労災保険セミナー、

データ提出加算導入セミナー

在宅診療報酬セミナー等

文部科学省系大学病院、厚生労働省系大学病院、各自治体病院、全

日本病院協会、自治体協議会等においてセミナー多数実施

診療情報管理士

医事業務管理士

1級メディカルクラーク（医科）

ケアクラーク

＜資格＞

院内へのICT化導入は更に進化しています。デジタル化された大切な患者情報を守
るために、ツールを用いた効果的な対策をご紹介致します。

「指導・監査」の概要と、個別指導における主な指摘事項について 実際の事例を用いて解説します。



展示デモ １2：0０ ～ １3：3０ ／ １６：００ ～ １6：４５

※ 都合により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

万全な災害対策・セキュリティ対策が施された富士通のデータ
センターを利用することにより、安心してお使いいただけるクラウド
型電子カルテシステム。高機能を実現しつつ、初期費用を抑え、
迅速な導入が可能です。

富士通株式会社クラウド型 電子カルテ・オーダリングシステム

HOPE Cloud Chart

経営の基盤となる保険請求を支えるだけでなく、患者さんの
窓口となる医事課様のIT化を推進します。レセプト電算および
DPCにも対応しております。

富士通株式会社医事会計システム

HOPE SX-S

中堅規模病院様における導入のしやすさを追求した病院電子
カルテシステム。高機能を簡単に安心してご利用いただくための
様々な仕組み、段階的な導入が可能です。

富士通株式会社院内サーバ型 電子カルテ・オーダリングシステム

HOPE LifeMark-MX

富士通株式会社診療情報管理システム

病歴大将 診療情報管理V5

各社生命保険の診断書を基本とし、院内で作成する多くの文
書の作成・管理を行います。 院内システムとの連携により氏名
や生年月日などの患者情報は自動的にセットされ、事務作業
にかかる負担が圧倒的に軽減します。

株式会社メディカルワークス医療文書作成システム

アイラック

療養病棟を有する医療機関様向けのシステムです。評価入力
処理から、評価票の印刷、レセコンデータの更新まで すべての
作業を一元管理することで、院内業務の効率化を図ります。

株式会社メディカルワークスADL評価システム

ADL評価システム

「病歴大将」は、診療情報管理部門における診療情報の有効
活用と病院機能評価や診療録管理体制加算取得を支援する
システムです。診療情報管理業務の最適ソリューションをご提供
します。

富士通株式会社グループウェア

HOPE 院内情報Web ネットワーク上で職員やグループのメンバー同士が情報の共有化
、伝達、整理を行うためのコミュニケーションツール(グループウェア
システム)です。院内で蓄積された情報をリアルタイムに共有する
ことが可能となります。

「病歴大将」は、診療情報管理部門における診療情報の有効
活用と病院機能評価や診療録管理体制加算取得を支援する
システムです。診療情報管理業務の最適ソリューションをご提供
します。



※ 都合により内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。

株式会社ニチイ学館施設基準関連サービス

個別指導対策相談ブース 施設基準は医療機関経営を考える上で欠かせないテーマと
なっています。弊社では院内セミナーや施設基準新規取得分
析、個別指導対策など、施設基準に関する幅広いサービスを
提供しています。

展示デモ １2：0０ ～ １3：3０ ／ １６：００ ～ １6：４５

Sky株式会社企業・団体向けクライアント運用管理ソフトウェア

SKYSEA Client View 病院内のクライアントPCをはじめ、さまざまなIT機器やソフトウェア
資産を一元管理することでIT資産の管理を支援します。資産情
報や操作ログを収集することで、より安全な情報セキュリティ対策
やIT資産の有効活用をサポートします。

アイ・ティ・エス株式会社看護必要度入力システム

Need for Nursing Care

アイ・ティ・エス株式会社タブレット問診入力システム

I mon

看護必要度の算定は、昨今の改定で対象の幅が広くなっているこ
とにより看護、事務作業の負担となっていることと思います。これを
軽減することを目的としたシステム開発を行い、院内の作業効率
化をサポートいたします。

患者様の院内滞在時間の短縮を目的とした、クラウドに対応した
問診票システムで、各医療機関様に合わせてレイアウトを自由に
作成することができます。紙と比べ転記作業が不要になり、転記ミ
スを防ぐことができ、職員様の負担も軽減できます。

株式会社オフショア診療予約システム

atlink インターネット予約による患者様の待ち時間対策と院内業務の
効率化で貴院の外来・病棟管理をサポートします。

タック株式会社リハビリテーション支援システム

タックリハビリテーション支援システム リハビリテーションに携わる療法士様の業務作業を軽減する操
作性に優れたシステムです。回復期病棟管理等にも対応して
おります。

日立メディカルコンピュータ株式会社レセプト院内審査支援システム

べてらん君 日付･突合･縦覧･禁忌･併記病名チェックなど、レセプト審査
機関の重点審査項目にも対応しています。処理スピードも抜
群で、毎月のレセプト業務をしっかりサポートします。



株式会社医療情報システム セミナー事務局 行

医療情報セミナー ２０１９年/冬
参加申し込み書 （開催日：２０１９年２月２７日）

お申込みFAX番号 03-6667-0744

◆お手数でございますが、上記いずれかにチェックを入れて頂き、２月２５日（月）までに
弊社事務局までFAXにてお申し込み下さいますよう、お願い申し上げます。
なお、下記の「個人情報の取り扱いについて」をご確認いただき、同意される方は以下の内容をご記入し、
申し込みをお願いいたします。

貴施設名

ご住所

〔個人情報の取扱いについて〕
・参加申込書でご提供いただいた個人情報は、弊社の個人情報保護方針に基づき、安全かつ厳密に管理いたします。

弊社の個人情報保護方針を記載したURLは右記となります。（ http://iryojoho.jp/?page_id=7 ）

・個人情報は、セミナー参加に関する事務手続きのみに使用します。但し、弊社よりセミナーや講演会等の資料を希望する場合には、

その案内のためにも使用します。

・個人情報は第三者に提供・委託することはありません。

・個人情報の利用目的の通知・開示、内容の訂正・追加又は削除、利用の停止・消去及び第三者への提供の停止・削除について

は、以下の窓口までご相談下さい。

・参加申し込み書に関する各項目は、任意記載項目ですが、空欄があった場合は受付に時間がかかる場合があります。

個人情報の開示・訂正・追加・削除及び利用停止を希望されるお客様は、下記お問合わせ先までご連絡下さい。
株式会社医療情報システム 個人情報保護管理者 北村好弘 TEL:06-6223-9900

連絡先ＴＥＬ

〒

※セミナー事務局までFAXにてお申し込み下さい。

※今後のセミナー開催案内などの送付について：同意する（ ）・同意しない（ ）

所属・役職 ご芳名

※現在ご使用のシステム名：富士通・メディコム・東芝・ＮＥＣ・日立・ワイズマン・東亜・ソフトマックス・オルカ・その他（ ）

※資料送付のご希望システムをご記入ください。（ ）

ご参加 ご欠席(資料送付のみ)
（下記記入欄にご記入ください）


