2016 年 1 月吉日

会 員 各 位

医 療 情 報 システム研 究会
運 営 委 員 会
http://www.iryo-jyoho.jp/

第１６８回医療情報システム研究会（ご案内）
拝啓 寒さ厳しき折から、皆様方にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は、医療情報システム研究会運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、恒例となりました一泊研究会についてご案内いたします。
今回は、国立病院機構熊本医療センター様のご厚意により、同院を見学することとなりました。
国立病院機構熊本医療センター様は、継続的な医療の質の向上に向けてクリティカルパスに積極的に
取り組まれておられます。今回、クリティカルパスの第一人者でいらっしゃる片渕副病院長様より、『医療制度
の変化に対する電子化クリティカルパスの有用性と意義』の観点から、クリティカルパスの最新状況についてご
教示いただきます。見学においては、病棟でのクリティカルパスの利用シーンなどをご覧いただきます。
研究会会員様におかれましては、情報システムの運用、構築だけでなく、今後の医療情報システムの検
討に大いに参考になることと存じます。みなさまのご参加をお待ちしています。
敬具
記

□ 開 催 日

2016 年 2 月 26 日(金)～2 月 27 日(土)

□ テ ー マ
【病院見学】

病国立病院機構熊本医療センター様
「医療制度の変化に対する電子化クリティカルパスの有用性と意義について」
副病院長 片渕 茂様
【研修会】

「最新電子カルテシステム HOPE LifeMark-HX の紹介」
富士通株式会社 ヘルスケアビジネス推進統括部
□

集

合

2016 年 2 月 26 日(金)

※集合場所及び移動手段（推奨便）は裏面参照

①飛行機を利用の方・・・ 10:40 頃 阿蘇熊本空港(到着出口付近)
②新幹線を利用の方・・・ 11:30 頃 JR 熊本駅(路面電車側出口)
□

解散予定

2016 年 2 月 27 日(土)

①飛行機を利用の方・・・ 17:45 頃 阿蘇熊本空港
※飛行機をご利用の方で、解散時間より早めの帰途を希望されている方については、最寄り駅
(肥後大津駅)に 13:45 頃お送りします。空港までは、タクシーで 15 分ほどです。
②新幹線を利用の方・・・ 16:10 頃 JR 熊本駅(路面電車側出口)
□

参 加 費

会員 \ 5,000-／人 非会員 \15,000-／人
・定員制相部屋となります。
・集合場所までおよび解散後の交通費は各自ご負担をお願いいたします。
※但し、交通費代の一部（￥10,000-）を研究会より補助いたします。
・なお、参加費は当日集合場所で集めさせていただきます。

□

参加定員

30 名 （申込み順）
会員様または医療機関様に限らせていただきます。
一施設様あたりの参加人数の制限は特にありませんが、申込が多数の場合
調整させていただくことがありますのでご了承願います。

□

スケジュール ※大阪から熊本までの移動／集合場所は、裏面をご参照ください。

2 月 26 日（金）
10:40
11:30
11:45
12:00 ～
13:30 ～ 16:00
17:45

集合① 阿蘇熊本空港（到着出口付近）
集合② ＪＲ熊本駅東口改札付近（路面電車側）
出発
昼食
病院見学
【国立病院機構熊本医療センター様】 熊本県熊本市中央区二の丸 1-5
宿泊先到着
【阿蘇プラザホテル】 熊本県阿蘇市内牧 1287 TEL 0967-32-0711

2 月 27 日（土）
8:30 ～
研修会
12:00 ～
昼食
16:10（予定)
解散①ＪＲ熊本駅東口改札付近（路面電車側）
17:30（予定）
解散②阿蘇熊本空港
※到着時刻は道路状況により変更の可能性があります。
□

申込方法

1. 2016 年 2 月 12 日（金）締切（ただし定員になり次第締め切らせていただきます）
2. 下記記載の「個人情報の取り扱いについて」に同意の上お申し込みください。
3．E-mail、または FAX に、次の事項をご記入いただき研究会事務局までお送り下さい。
①参加者氏名 ②性別 ③所属施設 ④部署 ⑤連絡先住所 ⑥電話番号（携帯電話をお持ちの
方は記載願います）⑦E-mail アドレス ⑧往復の移動手段（飛行機 or 新幹線 ※便名・到着時間
を記載ください） ⑨集合／解散場所(阿蘇熊本空港 or JR 熊本駅)
4．直接見学先にお越しの方は申し込み時にご記入くださいますようお願い申し上げます。
「個人情報の取り扱いについて」
申し込みの際にご記入いただいた情報は、富士通株式会社が、本研究会に関する連絡、宿泊手配、受付業
務など、本研究会の運営目的でのみ利用いたします。
上記目的のために見学先病院様、富士通トラベランス株式会社、宿泊先ホテル、及び運営委員に必要な情
報（施設名、所属、お名前等）を契約により厳格な管理を義務付けたうえで、E-mail 等で提供いたします。
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場合は下記申込先までご連絡ください。
※複数名でお申込みをいただく際は、お申込みされる方が、「個人情報の取り扱いについて」に同意していること
をご確認の上、お申込みねがいます。

□

申込先
「医療情報システム研究会 事務局」
富士通株式会社 関西ヘルスケア統括営業部内 （高木、國定）
〒540-8514 大阪市中央区城見 2-2-6 関西システムラボラトリ
TEL： 06-6920-5629

FAX：06-6920-5785

E-mail： contact-hug@cs.jp.fujitsu.com

□ 医療情報システム研究会＜順不同＞
運営委員：中島
杉原
西村
佐田
北口
阪井
寺西
渡邊
内林
名誉会長： 橋本

清訓（互恵会大阪回生病院 システム管理課）
敬彦（一般財団法人甲南会 法人本部管理本部電算部）
晴彦（特定医療法人ダイワ会大和病院 医療情報室）
典久（大阪府済生会吹田病院 医療情報課）
宏（関西医科大学附属滝井病院 医療情報部）
俊之（パナソニック健康保険組合 情報システムグループ）
正志（医療法人寿会 富永病院 事務部管理課）
謙太（兵庫県立尼崎病院跡地利用事業準備室）
幸太（淀川キリスト教病院 情報管理課）
則男（個人会員）
以

上

＜ご参考＞大阪～熊本までの移動手段について
◆往路（大阪⇒熊本）
<飛行機の場合>
推奨 1
ANA523
推奨 2
ANA521
推奨 3
JAL2383

9:20 発（大阪空港）⇒ 10:30 着（阿蘇熊本空港）
7:30 発（大阪空港）⇒ 8:50 着（阿蘇熊本空港）
7:15 発（大阪空港）⇒ 8:25 着（阿蘇熊本空港）

<新幹線の場合>
推奨 1
さくら 547
推奨 2
みずほ 603

8:04 発（新大阪） ⇒ 11:19 着（熊本)
7:53 発（新大阪） ⇒ 10:53 着（熊本)

◆復路（熊本⇒大阪）
<飛行機の場合>
推奨 1
ANA528
18:25 発（阿蘇熊本空港）⇒ 19:30 着(大阪空港)
推奨 2
JAL2392
19:20 発（阿蘇熊本空港）⇒ 20:25 着(大阪空港)
※解散時間より早めの帰途を希望されている方については、最寄り駅(肥後大津駅)に 13:45 頃お送り
します。空港までは、タクシーで 15 分ほどとなります。
<新幹線の場合>
推奨 1
みずほ 606
推奨 2
さくら 564

16:42 発（熊本）⇒ 19:42 着(新大阪)
17:04 発（熊本）⇒ 20:34 着(新大阪)

◆料金について
・ANA の場合、旅割 28(28 日前予約)、旅割 21(21 日前予約)、特割(3 日前予約)、往復割引が
ございます。詳しくは、ANA ホームページでご確認のうえ、各自で予約願います。
ANA ホームページ: http://www.ana.co.jp/
・JAL の場合、先得(28 日前予約)、得便割引 21(21 日前予約)、得便割引 1(前日予約)、往復割引
がございます。詳しくは、JAL ホームページでご確認のうえ、各自で予約願います。
JAL ホームページ: https://www.jal.co.jp/
・新幹線の場合、指定券(\8,180)+乗車券(\19,200 *往復割引)でご購入いただけます。
JR みどりの窓口・みどりの券売機にて各自でお買い求め願います。

＜集合場所>

□阿蘇熊本空港集合の場合

阿蘇熊本空港(到着出口付近)
・10:40 集合
・10:45 出発

□熊本駅集合の場合

集合場所

ＪＲ熊本駅 東口（路面電車側）改札付近
・11:30 集合
・11:45 出発

