2012 年 12 月吉日
各

位
「医療情報システム研究会」運営委員会
「看護業務を支援する情報システム」プログラム委員会
http://www.iryo-jyoho.jp/

第 １５６回 医 療 情 報 システム研 究 会 （ご案 内 ）
医療を取り巻く社会環境が大きく変化し少子高齢化が問題となる中、これからの医療について、看護
について考えることも多くなっているこの頃かと思いますが、みなさまはいかがお過ごしでしょうか。
さて、恒例の医療情報システム研究会『看護業務を支援する情報システム（パート２６）』のご案内
をさせていただく季節となりました。この研究会も会を重ねる中で、看護情報システムについて様々な
議論が交わされたことが、最適な患者ケアの提供を支援し、それを評価できる看護情報システム構築の
一助となっていると実感しております。
今回は「今改めて、失敗しないシステム選びと組織作り～看護現場の、看護現場からのイノベーショ
ン～」をテーマに、現場の看護師が求めている看護情報システムとはどういうものか、また導入、構築
において看護師がどう関わるか、さらには業務改善にどうつなげていくかを考えていく研究会といたし
ます。
ご関心をお持ちのみなさま方が多数ご参集くださいますようお待ち申しあげます。

看護業務を支援する情報システム（パート２６）

今改めて、失敗しないシステム選びと組織作り
～看護現場の、看護現場からのイノベーション～
□

開催日時

2013 年 2 月 2 日(土) 10 時 00 分～16 時 40 分 ＜受付開始 9 時 30 分＞

□

会場

富士通関西システムラボラトリ 4 階 大会議室
大阪市中央区城見 2-2-6 〒540-8514
http://jp.fujitsu.com/facilities/kansai/
（地図参照）

□

参加費

\4,000-／人（資料集代を含む）
※当日会場受付にて現金でお支払いください。

□

資料集代

参加費に含みます。資料集のみご希望の場合 \2,000-／冊

□

参加定員

200 名（申込順）
「医療情報システム研究会」会員様および医療機関様に限らせていただきます。
※参加申込みをもって受付完了とさせていただきます。定員を超えご参加をお断りする際以外には、
当方からの連絡はございません。当日、会場にてお待ちしております。
※本研究会は、医療情報技師更新対象研究会となっております。
（１ポイント）

□ プログラム（演題名，演者，座長，時間については、都合により変わることがあります）
【開会挨拶】プログラム委員長 美代賢吾（東京大学医学部附属病院）

10:00～10:10

【第Ⅰ部】トピックス スマートに働こう
座長 美代賢吾（東京大学医学部附属病院企画情報運営部副部長）

10:10～11:50

藤田比左子（奈良県立医科大学医学部看護学科教授）
１．病棟業務におけるスマートフォンの利用構想

（30 分）

平松治彦（兵庫医科大学情報センター副センター長）
２．業務分析ができる、現場が視える
－看護に特化した業務改善のためのデータ活用(ＤＷＨ)－
山 下 祐（㈱富士通システムズ･ウエスト）

（30 分）

３．ここまで来た。病院におけるロボット技術の利用と活用

（30 分）

北野幸彦（パナソニックヘルスケア㈱院内ロボットストラテジックビジネスユニット）
まとめ
＜昼食休憩＞
【第Ⅱ部】システムによって同じ？違うの？この機能

11:50～13:00
第一弾 情報収集

13:00～14:45

座長 山田章子（大阪市立大学医学部医学研究科）
石垣恭子（兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科教授）
セッションのねらい
１．北野病院情報システム（ＣＩＳ）

（25 分）

三原由記子（田附興風会医学研究所北野病院 看護管理室･医療情報部）
２．神戸市立医療センター中央市民病院情報システム（ＭｅｇａＯａｋＨＲ）

（25 分）

中西寛子（神戸市立医療センター中央市民病院医療情報部）
３．済生会吹田病院情報システム（ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ）

（25 分）

内城順子（大阪府済生会吹田病院看護部）
徹底討論

（20 分）
＜休憩＞

【第Ⅲ部】業務改善につながるマネージメント

14:45～15:55
15:55～16:30

座長 中木高夫（天理医療大学看護学科教授）
尾上淳子（大阪府済生会吹田病院看護部）
１．フィールド･イノベーション活動による
「病棟看護業務のワークライフバランス向上」への取組み
－富山大学附属病院様での活動から－
千葉広隆（富士通㈱フィールドイノベーション本部）
２．病棟業務時間削減への取組み

（30 分）
（30 分）

小林ルミ（浜松赤十字病院看護部看護副部長）
３．システム導入・更新の際のシステム担当看護師の役割

（30 分）

柏木公一（国立看護大学校准教授）
まとめ
【閉会挨拶】医療情報システム研究会 会長 北口宏（関西医科大学附属滝井病院）
□

懇親会（情報交換の集い）

16:30～16:40
17:00～18:30

参加費 \2,000-／人
会 場 『パノラマスカイレストランアサヒ』 大阪市中央区城見1-3-7 松下IMPビル26階 Tel 06-6946-8447

□ 申込方法
１．2013 年 1 月 28 日（月）締め切り
２．以下記載の＜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、葉書または Fax に、
「参加者氏名」
、
「施設名」
、
「住所」
、
「所属（役職）」、
「電話番号」、
「懇親会参加の有無」を
ご記入いただき、研究会事務局までお送りください。
＜個人情報の取り扱いについて＞
お申し込みでご記入いただいた情報は、研究会の運営目的で利用させていただきます。
ご記入いただいた内容についての開示、訂正、追加、削除は、下記申込先までご連絡ください。
□ 申込先
「医療情報システム研究会 事務局」
〒540-8514 大阪市中央区城見２－２－６ 富士通関西システムラボラトリ
富士通株式会社 関西ヘルスケア統括営業部内 担当：渡辺、和田
Tel：06-6920-5629（直通）／FAX ：06-6920-5785
E-mail： contact-hug.kango@cs.jp.fujitsu.com
□「看護業務を支援する情報システム（パート２６）」プログラム委員
旭

＜５０音順＞

東

隆司（パナソニック健康保険組合 情報システムグループ）
ますみ（兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科）

石垣 恭子（兵庫県立大学大学院 応用情報科学研究科）
磯本 隆広（公益社団法人京都保健会京都民医連中央病院）
井上 由美（関西医科大学附属滝井病院 看護部）
大西 明美（一般財団法人甲南会加古川病院 看護部）
尾上 淳子（大阪府済生会吹田病院 看護部）
北口

宏（関西医科大学附属滝井病院 医療情報部）

北村 勝彦（株式会社富士通システムズ・ウエスト）
久保慎一郎（関西医科大学附属枚方病院 看護部）
佐田 典久（大阪府済生会吹田病院 医療情報課）
杉原 敬彦（一般財団法人甲南会 法人本部事務局電算部）
戸塚 哲郎（一般財団法人甲南会 法人本部事務局電算部）
中木 高夫（天理医療大学

医療学部看護学科）

中島 清訓（大阪回生病院

医療情報室）

中西 寛子（地方独立行政法人神戸市立医療センター中央市民病院 医療情報部）
仲野 俊成（関西医科大学 大学情報センター医療情報部門）
西村 晴彦（医療法人ダイワ会大和病院 医療情報室）
藤田比左子（奈良県立医科大学 医学部看護学科）
細川 数子（滋賀医科大学医学部附属病院 看護部）
美代 賢吾（東京大学医学部附属病院 企画情報運営部）
美濃部俊雄（社会医療法人愛仁会 高槻病院）
元井 好美（一般財団法人甲南会加古川病院 看護部）
山田 章子（大阪市立大学大学院 医学研究科）

□「医療情報システム研究会」http://www.iryo-jyoho.jp/
運営委員：

＜順不同＞

北口 宏 （関西医科大学附属滝井病院 医療情報部）
杉原 敬彦（一般財団法人甲南会法人本部事務局電算部）
戸塚 哲郎（一般財団法人甲南会法人本部事務局電算部）
西村 晴彦（医療法人ダイワ会大和病院 医療情報室）
旭
隆司（パナソニック健康保険組合 情報システムグループ）
佐田 典久（大阪府済生会吹田病院 医療情報課）

名誉会長：

中島 清訓（大阪回生病院 医療情報室）
美濃部俊雄（社会医療法人愛仁会 高槻病院）
橋本 則男（個人）

≪会場地図≫

ＪＲ大阪環状線

京橋駅から徒歩 8 分、大阪城公園駅から徒歩 10 分

ＪＲ東西線

京橋駅から徒歩 8 分、大阪城北詰駅から徒歩 10 分

地下鉄鶴見緑地線

大阪ビジネスパーク駅から徒歩 3 分、京橋駅から徒歩 8 分

京阪線

京橋駅から徒歩 8 分

以上

＜ＦＡＸでお申込みの方用＞

医療情報システム研究会事務局行き（ＦＡＸ：０６－６９２０－５７８５）

第１５６回医療情報システム研究会 参加申込書
看護業務を支援する情報システム（パート２６）
開催日：２０１３年２月２日（土）
会 場：富士通関西システムラボラトリ４階大会議室

貴施設名

電話番号

所在地

参加者お名前

所属（役職）

懇親会
参加の場合は○をご記入下さい

＜個人情報の取り扱いについて＞
本参加申込書にご記入いただいた情報は、研究会の運営目的で利用させていただきます。
ご記入いただいた内容についての開示、訂正、追加、削除は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問い合わせ先
医療情報システム研究会事務局
［富士通株式会社関西支社ヘルスケア統括営業部気付 担当：渡辺、和田 ℡06-6920-5629］

