第176̅؇ࠅࠇਇ༄

看護業務を支援する情報システム
「 看護データ活用の新たなステージ」
༂ଆȅ༂؉ࠅȆࠇ
ฅ ༂Ѕ༂
̅؇ࠅࠇਇ༄ ԅअЅ༄
「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/
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܇ଈആ༂Ԇ༂ଆȅ༂؉ࠅȆࠇԉ
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ഇആ܇ଈആ༂༂ଆȅ༂
؉ࠅഈ̅ȅ؇ଈਈആ
ご関心をお持ちのみなさま方の多数のご参加をお待ち申し上げます。

ご 案 内
開催日時

2018ฅ

2 月 3 日（土） 10時00ȅ16時30分

会場

ଅ༂ ԉข ؉༂༄ଈଅ
http://jp.fujitsu.com/facilities/kansai/ （地図参照）

参加費

\4,000 ༏༂༏ఈԆ؉คЅ༏

＜受付開始9時30分＞

༅༂༄ࠅ̅ค̇༂༂Ȇ༏ࠉ̅؆ฆ༏

ఈԆ؉ค

参加費に含みます。
ఈԆ؉ฅࠅ܆Ѕ

参加定員

༏ą

250名（申込順）
̅؇ࠅࠇਇ༄༄Ѕआ̅؇ਆԉआに限らせていただきます。
̅ȅԇ༈̅คଅคଅЅഈ̅ȅԆ
場合以外、事務局からの連絡はありません。ご承知おきください。

ࠇ܆ਇ༄̅؇ࠅȆฅ؆Ԇଅఈࠇਇ༄༏༏༏
ਈଅ܇ଈฅଇЇਈଅԇਈ̅
༅ई༂༅༂̅คఅ༂̅ȅਈฆ༂ଅ

プログラム ༏༆ࠉЅ༏༆༏ฅข༏؆ԉ Ѕअ༏
時間



開会挨拶

अЅข̆Ȇ

༏Ԇइԇ༏

プログラム・演者
༂؉̅؇ࠇਇ̅؇ࠅଇЇ ԉข
美代 賢吾

Ⅰ．トピックス
༏ฅข༏ ༂؉̅؇ࠇਇ̅؇ࠅଇЇ
༏ฅข༏ ԉข̅इ༂ଅഇЅ̅؇܇ଈ

美代 賢吾
井上 由美

ԉข

༏ ܇ଈ༏༏܆܆༏༏؉̅
༂؉̅؇ࠇਇ̅؇ࠅଇЇ ԉข
２.富士通のＡＩへの取組み紹介
ଅ༂ ࠆ༅༄इȆԇ̆ ഇȆ
３.病院情報システムへの患者転倒リスク判別方法実装による
จ؇༂؉༂ȅ܆ฏ༂ईਆआਈ
東京大学医学部附属病院 企画情報運営部 特任講師
＜休憩＞


Ⅱ．マネジメントに活かす看護データ
༏ฅข༏ ԉข̅इ༂ଅ༂ଅࠅąԆԇ
༏ฅข༏ इ༂ฅ༂̅؇คअฅขԇ؉܇ଈ

美代 賢吾
ആ༂ คฅ

ਆ༂Ć༂

仲野 俊成
คขଅ༂

คฅ

༏ ༂܇ଈ༂ଆȅ༂
－新看護提供方式ＰＮＳ導入の成果の可視化－
इค༂ଅ̅ଅ ؉అԇ؉ȅԇ؉ข܇ଈ ข
江守 直美
２.DiNQLデータを活用した看護マネジメントの取り組み -DiNQLデータ抽出機能の構築を試みてЅଆ༂܇༂̅इ༂ଅ؉అԇ؉܇ଈ ܇ଈฅข
榎本 真次
༏
ആ༂܇ଈ ؇ਆଇЇആ༂
ขĉ༂༂ଅԇ؉܇ଈฅข
竹村 豊子
＜休憩＞


Ă༏༂ଆȅ༂༂ଆȅ༂؉ࠅഈ
༏ฅข༏ ༂؉ฅ༂༂ଅ̅ଅ ؉అԇ؉܇ଈ
༏ฅข༏ ༂Ȉఈఆ༂ԇ̅༄ఆ༂ ܆ଇЇ܆

؉ଇ

ข

セッションの狙い
༂؉ฅ༂༂ଅ̅ଅ ؉అԇ؉܇ଈ
༏ ई؇ȅଇ̅༆؉༂
現場の苦労とシステム化について
༂؉ฅ༂༂ଅ̅ଅ ؉అԇ؉܇ଈ
༏ ༏༏༏ആ༂܇ଈ༅ईฅ؇܆ఇฅЅค
༂ȅ܇༂ԇ؉܇ଈ ขଅࠅȆ༅ฅข
༏ ആ༂आȅԆԅงଅ༂ ࠅഈ༂
富士通株式会社 第一ヘルスケアソリューション事業本部

山田 章子
杉原 敬彦
山田 章子

宮本 摂
山口 真由美
才津 久永

༅ฅਈਈ




閉会挨拶

̅؇ࠅࠇਇ༄༄ข̆Ȇ
༂Ȉఈఆ༂ԇ̅༄ఆ༂ ܆ଇЇ܆

؉ଇ

懇親会（情報交換の集い）
参加費 \2,000-／人
༄ࠅ Ȁ

༏༏

༂؉ฅคअ̅܅༂



༏༏༏



ข

杉原 敬彦

申し込み方法
1.

250名（申込順）
Ј؆

̅ȅ༂ЅԆਈЅ༄ȆȆఅ༏༅༏؉ਈԇ̅

「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。

ฅ

2.

༂

༂༏༂༏ഇȅ

◇◇◇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。◇◇◇
＜個人情報の取り扱いについて＞
ਈ༂ࠅ̅؇ࠅࠇਇ༄ ԅअЅ༄܇ଈआȅ༂̆ࠅ
अЅ༄ଅ༂ ࠆ༅༄इࠇ܆ਇ༄ԉ ഇࠅ܆ଇЇ̅คआȅ ԅ؇؇
ȅ༂
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

̅؇ࠅࠇਇ༄คȅఅ

༂؉ฅคअ̅܅༂༏༏༏༏༏ଅ༂ ԉข
ଅ༂ ࠆ༅༄इԉขഇȆԅआ ąȆ༅ฏ༂༂܅ଅ༏༏
ฏ
༏؇ ༏༏
ฏ
ฏ contact-hug@cs.jp.fujitsu.com

̅؇ࠅࠇਇ༄ http://www.iryo-jyoho.jp/
ԅअЅฏ 杉原 敬彦
̅༂ଅ
坂 直樹
ą܆ฅअ
中島 清訓
渡邊 謙太
ଅขଆ༅

༏༂Ȉఈఆ༂ԇ̅༄ఆ༂ ܆ଇЇ ܆؉ଇ ༏
༏ԉข̅इ༂ଅഇЅ̅؇̅؇ࠅ ༏
༏༂؉ฅฆ༂༄Ѕ༂ԇ؉̅؇ࠅਈ༏
༏ആഅԆԇ؉ ࠅଇЇਈ༏
༏༂؉༂ԇ؉̅؇คȅ ༏
༏इ༄̅؇ఆ༂Ćค༄అഅԇ؉ਈ؇ࠅଇЇଅ༏
（個人会員）

「看護業務を支援する情報システム（パート31）」プログラム委員
東 ますみ
石垣 恭子
井上 由美
内城 順子
ą܆ฅअ
̅༂ଅ
ค༄Ć༂
杉原 敬彦
ଅขଆ༅
中島 清訓
คขଅ༂
仲野 俊成
ข༂؉ȅ
坂 直樹
藤田比左子
細川 数子
美代 賢吾
山田 章子
渡邊 謙太

༏ࠉคЅ༏

＜５０音順＞

༏इ༂༂༂༂ଅ܇ଈଅ ༏
༏ąฅ܇༂༂ଅ༂ଅ؉༅༂ࠅइଅࠇਇइ༏
༏ԉข̅इ༂ଅഇЅ̅؇܇ଈ ༏
（大阪府済生会吹田病院 看護部）
༏ആഅԆԇ؉ ࠅଇЇਈ༏
༏ԉข̅इ༂ଅഇЅ̅؇̅؇ࠅ ༏
༏ԉข̅इ༂ଅ؉అԇ؉܇ଈ ̅؇ࠅ ༏
༏༂Ȉఈఆ༂ԇ̅༄ఆ༂ ܆ଇЇ ܆؉ଇ ༏
（個人会員）
༏༂؉༂ԇ؉̅؇คȅ ༏
༏इ༂ฅ༂̅؇คअฅขԇ؉܇ଈ ༏
༏ԉข̅इ༂ଅ༂ଅࠅ༏
（富士通株式会社）
༏༂؉ฅฆ༂༄Ѕ༂ԇ؉̅؇ࠅਈ༏
（創世看匠）
（滋賀医科大学医学部附属病院 看護部）
༏༂؉̅؇ࠇਇ̅؇ࠅଇЇ ԉ༏
༏༂؉ฅ༂༂ଅ̅ଅ ؉అԇ؉܇ଈ ༏
༏इ༄̅؇ఆ༂Ćค༄అഅԇ؉ਈ؇ࠅଇЇଅ༏

その他
༄ࠅȅఅ༂ԉਈ؆܉༂ଅ

会場地図

ଅ༂ ԉข༏ข༂༂༂༏
http://jp.fujitsu.com/facilities/kansai/

入口

༏༏༂؉Їȇഇ܆ขഇคਆउ༏ข༂༏༅ଆ༏ȅ
京阪電鉄 京橋駅（片町口）より徒歩６分
܅คȉขࠅഉ༂ഇ܅ഇ༂؉उ༏༏ԇą༂༏༅ଆ༏ȅ
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１７６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３１）
開催日：２０１８年２月３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

※下記＜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。
複数名でお申込みをいただく際は、お申込みをされる方全員が同意していることをご確認の上、
お申込み願います。
※参加申込みをもって受付完了とさせていただきます。定員を超えて、ご参加をお断りする場合
以外、事務局からの連絡はありません。ご承知おきください

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＞
ご記入いただいた情報は、
「医療情報システム研究会」運営委員会および「看護業務を支援する情報シス
テム」プログラム委員会ならびに富士通株式会社が本研究会に関する連絡、来場管理、受付業務など、
運営目的に利用いたします。
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。
〔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ヘルスケア統括営業部内

担当：高木、國定（くにさだ） ℡06-6920-5629］

