
～病院経営戦略セミナーin 札幌～ 

日 時 2017年2月22日（水）13：00～18：00 
                                      （受付 13：00～16：00） 

会 場 
ニューオータニイン札幌    

 札幌市中央区北2条西1丁目1-1 

 特別講演 ２階 鶴の間 東（定員：100名） 16:00～17:30 

 

【講師プロフィール】 山口 聡（やまぐち さとし） 

講師 ：株式会社メディキャスト 厚生政策情報センター事業部 課長 山口 聡 様 

『平成30年度診療報酬改定を見据えた 
医療政策の最新動向と医療機関の対応策』 

2008年より、メディキャスト株式会社 厚生政策情報センターで政策情報の
配信業務を経験し、医療機関を始め、医師会等の職能団体などで医療政
策に関する情報や業界動向をお伝えしている。 
 
＜主な資格＞ 
・販路コーディネータ 1級（第300290号） 
・医療・医薬品情報研究会 幹事 

【要旨】 
 １．平成28年度診療報酬改定の影響と対応策を読み解く 
 ２．次回改定の最新動向 
 ３．地域医療構想も踏まえ、病院として備えておくべきことは？  

  展示会場 ２階「鶴の間 西」 
  セミナー会場 ２階「鶴の間 中」 

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は弊社製品およびサービスに格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 この度、FUJITSU MEDICAL FAIR～病院経営戦略セミナーin札幌 ～と題しまして講演及び医療システム展示を開催 
致します。また、特別講演に加え、新製品のご紹介及びセキュリティ対策についてのセミナーも同時開催します。 

つきましてはご多用の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。 

                                                                 敬具 

                                                     2017年 2月吉日 

  富士通株式会社 北海道支社 



製品紹介＆セミナー 
会場：2階 鶴の間 中 定員 60名 

13:30 
~ 

13:50 

【医療の外来スタッフ業務を支えるフロントソリューション】 
外来患者サービス向上にむけて最新のソリューションをご紹介します。 

富士通 
フロンテック㈱ 

14:00 
~ 

14:15 

～中規模病院様向け～ 

【重症度、医療・看護必要度に係る評価票入力システム】 
効率的な評価票作成、Ｈファイル作成支援システムのご紹介します。 

アイ･ティ･エス㈱ 

14:25 
~ 

14:45 

～中規模病院様向け～ 

【スマートフォン活用ソリューション】 
看護師等の業務負荷軽減に役立つスマートフォンの活用についてご紹介します。 

富士通㈱ 

14:55 
~ 

15:25 

～FUJITSUファミリ会協賛～ 

 【最近の脅威動向と医療分野におけるセキュリティ対策】  
病院のICT化に伴い顕在化してきたセキュリティ課題とその対抗策をご紹介します。 

トレンド 
マイクロ㈱ 

15:35 
~ 

15:50 

【Pepperを病院の一員に】 
Pepperを活用した患者サービス向上の取り組みについてご紹介します。 

㈱富士通 
九州システムズ 

 富士通株式会社 北海道支社 ヘルスケア営業部    

 担当：松谷・下井   TEL：011-210-5181／FAX：011-251-6420 

 お問い合わせ 

 会場のご案内 

会場：ホテルニューオータニイン札幌  
     展示会場  ： 2階「鶴の間 西」  
     講演会場  ： 2階「鶴の間 東」 
     セミナー会場： 2階「鶴の間 中」 
    

   札幌市中央区北２条西1丁目1番 TEL：011-222-1111 
      
       ※交通のご案内 
        ・ＪＲ札幌駅より 8分 
        ・地下鉄南北線大通駅より  7分  
        ・地下鉄東豊線大通駅より  4分  



富士通製品 

商品名 出 展 概 要 

<電子カルテシステム> 
HOPE LifeMark-HX 

汎用性の高いデータベースとクラウド電子カルテ運用に向けて仮想化技術を採用した未来を見据えた電子 
カルテシステムです。お客様に支持される革新的な機能を搭載し、Webアプリケーション化によるマルチデバイス
対応、蓄積されたデータの診療現場へのフィードバックを実現します。 

<電子カルテシステム> 
HOPE EGAMIN-LX 

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

<クラウド型電子カルテシステム> 
HOPE CloudChart 

国内市場でトップシェアを誇る弊社の電子カルテシステムパッケージと医療事務システムパッケージの両機能を 
クラウド型で提供するサービスです。 

<電子カルテモバイルソリューション> 
HOPE PocketChart 

スマートデバイスを用いて「いつでも、どこでも」カルテ情報の参照・記載、三点認証やバイタル入力ができるシス
テムです。写真の取込みやシェーマの記載など、スマートデバイスの特性を活かした機能をご提供します。 

<医事会計システム> 
HOPE SX-S 

累計45,000施設を超えるお客様への豊富な導入実績に裏づけされた医療事務システムです。 
充実したレセプト点検機能により、正確なレセプト請求をサポートします。 

<患者向けスマートフォンアプリ> 
HOPE LifeMark-コンシェルジュ 

患者様の困りごとを軽減するスマートフォン向けアプリケーションです。電子カルテ情報と連携し、自動受付や 
診察順番のお知らせ・予約情報の確認ができ、患者さんの利便性と満足度を向上させるソリューションです。 

<地域医療ネットワークシステム> 
HumanBridge EHRソリューション 
HumanBridge 在宅ケアツール 

人と人との架け橋となる地域医療ネットワーク 「HumanBridge EHRソリューション」により、  
住民の健康を見守る安心な社会の実現をサポート致します。モバイル端末を活用し、円滑な多職種間の情
報共有を実現する 「在宅ケアツール」もご紹介します。 

<健診システム> 
HOPE IMFINE 

長年の健診業務ノウハウを結集し、業務に必要な機能を組合せオールインワンとして提供します。 
また、弊社電子カルテとのシームレスな連携により予防と診療の情報共有強化を実現します。 

<看護支援システム> 
HOPE ナースプランナー 

看護職員の勤務表の作成、超過勤務管理、職員情報管理、教育管理に加え、電子カルテシステムとの 
管理日誌連携、入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類（様式9）出力など、看護職員の日々
の業務をあらゆる面でサポートします。 

<人材育成支援システム> 
HOPE 院内人材ソリューション 

※HOPE ナースプランナーオプション 

病院の人材のキャリア開発に関わる運用サイクル（目標管理・経歴／研修管理・ポートフォリオ）をシステム
化しました。日本看護協会が普及に力をいれている「クリニカルラダー」の機能を備えており、能力段階を確認し
ながら自己研鑽や人材育成を目指すことが可能です。 

 

<カウンター設置型 自動再来受付システム> 
「ASR-X1」 

受付カウンターに容易に設置できるサイズの自動再来受付機です。 
患者様自身で受付を行うことで、スタッフの受付業務の負荷を軽減します。 

<インシデントレポートシステム> 
HOPE インシデントレポートシステム 

レポート作成から承認をスピーディに行います。効果的な改善・対策に向けて、多方向から分析を行い現場に
潜む問題点を浮き彫りにし、みなさまの安全意識を高め、病院の医療安全管理向上をサポートします。 

<電話交換機/IPナースコールシステム> 
MobiSart/Vi-nurse 

スマートフォンを内線電話端末として利用が可能になるA4サイズの電話交換機です。 
また、スマートフォンをナースコール子機として利用できるので、業務用端末としてもお使いいただけ、看護師/ 
介護士の方々の業務負荷軽減に役立ちます。 

展示システムのご紹介      展示デモ １３：００～１８：００ 
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出展社 商品名 出 展 概 要 

業務支援 

富士通 
エフ・アイ・ピー㈱ 

<診療情報管理システム> 
MedicalTRACE 

診療録管理における日常業務（入院・病歴台帳の作成、 カルテの整理・管理・DWHや全国がん
登録、がん患者見つけ出し、アリバイ管理等）の効率化や、診療現場のスタッフの診療・研究活動を
総合的にサポートするシステムです。 

㈱富士通九州 
システムサービス 

<文書管理システム> 
Medoc 

院内で使用されている紙文書・電子文書の全てを一元管理するシステムです。 
高速で使い易い検索機能により膨大なデータから瞬時にみたいデータを参照できます。文書単位に 
自動的にタイムスタンプと電子署名を付与し、原本性の証明が可能です。 

<感染管理システム> 
感染管理支援ライブラリ 

感染管理に必要な情報を電子カルテシステムで一元管理できます。また、感染管理に必要な情報を
簡単作成し、院内の感染に関わる情報を素早く情報発信できます。 

富士通 
エフオーエム㈱ 

＜ドキュメント作成ツール＞ 
iTutor 

マニュアル作成や動画マニュアル、ｅラーニング教材をかんたん、スピーディに作成できるツールです。 
豊富なインポート形式と直感的な操作で、様々なコンテンツ作成を可能とし、各現場で活用できます。 

インフォコム㈱ 

<医薬品情報システム> 
DICS 

添付文書はもちろん、薬品画像、添付文書PDF、インタビューフォームや、ユーザ文書PDF、Word、
Excelも掲載でき、薬剤に関するあらゆる情報を一元管理可能です。 

<処方チェックシステム> 
DICS-PS 

様々な医薬品チェックデータとデータメンテナンス機能を備え、電子カルテシステムやオーダリング 
システムで、総合的・多角的にご利用頂けるシステムです。 

<服薬指導支援システム> 
PICS 

電子カルテシステムやオーダリングシステム、医事システムと連携し、薬剤管理指導記録業務における
負荷を軽減、効率化を図ることが出来るシステムです。 

<持参薬管理システム> 
J-Reporter 

鑑別報告情報を、電子カルテシステムと連携することで、持参薬オーダにおける二重入力が不要となり、
ドクターの負担も軽減できます。 

<病棟薬剤業務支援システム> 
Ward Meister 

平成24年4月の診療報酬改定にて新設された「病棟薬剤業務実施加算」を支援する製品です。 

<看護勤務管理システム> 
CWS 

看護部門管理システムは職員管理、勤務表作成、時間外管理、研修管理、委員会運営、 
教育支援管理日誌など看護部門の様々な業務をサポートします。 

<診断書作成支援システム> 
Medi-Support PLUS 

生命保険協会の認定ソフトウェアで、協会に加盟している各種生命保険・損害保険の診断書書式
をご提供します。 

<診療情報管理システム> 
Medi-Bank 

簡単な操作性で診療情報を登録し、病院のレイアウトに合わせたサマリの出力が可能な退院サマリ
作成機能、各種統計帳票の簡易作成機能、自由度の高い検索機能など利用者の視点に立った 
病歴管理システムです。 

<文書管理システム> 
Medi-UNITE 

各種医療文書の作成から管理、画像データまでトータルにサポートします。 
また、入院患者様のスクリーニング～相談依頼～相談記録～退院調整～各種文書作成までトータ
ルで支援します。 



展示システムのご紹介      展示デモ １３：００～１８：００ 

出展社 商品名 出 展 概 要 

アイ・ティ・エス㈱ 
<看護支援システム> 

重症度、医療・看護必要度に係る 
評価票入力システム 

医事システムと連携し、重症度、医療・看護必要度に係る評価票作成を行い、報告資料や統計資
料の出力、また、データ提出加算について提出が必要なHファイルの作成も可能なシステムです。 

㈱エイチ・アイ・ディ 

<医療用文章作成システム> 
PrimeReport 

医療業務に関わる文書をスピーディーに作成するシステムです。生命保険会社における各社診断書、
損保、共済、「臨床調査個人票」を初めとした数十種類以上の診断書の作成が可能です。保守契
約時は、各社診断書をテンプレートとして随時提供されます。 

<インシデント報告分析支援システム > 

ePower/CLIP 

医療現場で発生した事故に対するインシデントレポートの作成から、分析・対策立案までをサポート 
するシステムです。厚生労働省の医療安全推進ネットワーク事業で使われている報告項目に準拠し
ています。 

タック㈱ 

<リハビリシステム> 
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事務作業を軽減するシステムです。療法士様のスケジュール 
管理や実施管理・算定項目チェックなど優れた機能にて、療法士様の業務を強力にサポートします。 

<健診システム> 
タック健診システム 

健診機関様にて採用実績トップクラスのタックより、見積もり業務から請求業務まで、あらゆる業務を
トータルサポートする最適システムをご提案します。 

患者向けサービス 

富士通 
フロンテック㈱ 

<相互型外来患者案内ソリューション> 

MediTrend 
外来患者様の来院から病院を離れるまでに必要な院内の様々な情報を表示盤、携帯電話、
pepper等で提供し、スムーズな誘導、診療業務の効率UP、快適な待合環境を実現できます。 

<待ち時間確認システム> 
順番検索システム 

患者様のID情報をもとに診察までの待合順番が検索でき、診察室の混雑状況等の情報提供も 
できるシステムです。 

<患者呼出システム> 
モバイル呼出システム 

患者様のメールアドレスへ診察順番が近づいた時にメールを送信したり、LINEを利用してスマホで 
診察順番が確認できるシステムです。 

<ベッドサイドシステム> 
ベットサイドタブレットシステム 

入院患者様が、ご自分の病室で、タブレット端末等を利用して必要な診療情報を入力・参照する 
システムです。売店のデリバリー注文や、理容室の予約などに活用することも可能です。 

<来院者案内サービス> 
患者誘導ソリューション  

ロボット(Pepper等)を外来患者案内ソリューション「MediTrend」と連携させ、患者様の診察誘導
や来院者への案内、院内情報の啓蒙活動への活用が可能です。 

PFU北海道㈱ 
＜自動再来受付機＞ 

MEDIASTAFF TMモデル 
タッチパネル操作で簡単に受診科・診療内容を選択できる再来受付端末です。 

都築 
テクノサービス㈱ 

＜デジタルサイネージ＞ 
SHOP FACE 

スタイリッシュ＆リーズナブルに静止画や動画を使って効果的な情報発信に最適、リモコン操作で簡単
に始められるデジタルサイネージソリューションです。 
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出展社 商品名 出 展 概 要 

プリンタ 

エプソン販売㈱ 

＜ディスクデュプリケータ＞ 
診療データのCD/DVD作成装置 

PP-100NE 

ディスクへのデータ書込みと高品位レーベル印刷を同時に実現。画像データ情報の提供をサポート 
します。 

＜ラベル／リストバンドプリンタ＞ 
カラー対応 TM-C3500 

リストバンド・ラベルをカラー表記することで視認性を高め、さらなる安全性向上につながります。 
また耐水性に優れた全色顔料インクを採用しています。 

＜検体用等のラベルプリンタ＞ 
TM-L90 

さまざまな出力ニーズに応えて、医療業務をサポート。コンパクトで静音・高速印刷を実現した 
サーマルラベルプリンターです。 

＜カラーインクジェットプリンタ＞ 
PX-M840F 

エプソンが提案する、新しいビジネス価値。新ヘッドで高速・高画質。低ランニングコスト、低電力で
機能も充実したA4インクジェット複合機です。 

リコージャパン㈱ 

＜電カル用プリンタ＞ 
SP6410 

ファーストプリント6.5秒以下の、コンパクトながら高耐久(120万枚)のA3小型プリンターです。 

＜注射箋出力先自動振分ソリューション＞ 

RICOH Rule Based Print 

帳票内のキーワードによって出力先を変更したい、時間によっては職員席近くのプリンタに出力先を
切り替えたいといった、運用に合わせた出力先のコントロールが可能であり、業務負荷軽減にお役
立ちします。 

＜医療向けデジタルカメラ＞ 
G800SE 

(無線対応デジタルカメラ) 

患者ID(バーコード)等を取り込んで撮影し、患部写真に紐付けと、WIFI送信でセキュアに写真
を保管し、更に必要な写真を電子カルテに貼りつけ可能なソリューションです。 

キヤノン 
マーケティング 
ジャパン㈱ 

＜モノクロレーザービームプリンタ＞ 
LBP352i 

A5用紙の高速プリント75枚／分を実現するA4ハイスペックモデル。オプションの装着により、最大
5段・3,800枚の大量給紙を実現、封筒フィーダー等オプション機能も拡張できます。 

＜ドキュメントスキャナー＞ 
DR-C240 

通常の書類のみならず、プラスチック製のカードやエンボスカードも読み取り可能です。 
カラー片面30枚／分（A4タテ・200dpi）という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、 
リーズナブル＆コンパクトに凝縮しました。様々な医療業務で活躍します。 

＜ウィルス対策ソフト＞ 
ESET ENDPOINT PROTECTION 

STANDARD 

PCへの負荷を抑えた快適なスキャン動作と、新種、亜種のウイルスにも対応する高い検出率です。 
そして導入時にもたらされる圧倒的なコストメリットで多くのお客様から選ばれています。 

医用辞書 
「医用辞書」は、医用語を効率的に変換する専門用語辞書です。標準病名(傷病名)・医薬品
名・検査・医歯薬用語・看護・介護・医療論文集(医中誌データ)など、60万語以上を登載して
います。 

セキュリティ 

㈱富士通 
マーケティング 

Web改ざん検知 
BSTS FFR yarai 

AZBOX PCデータ保護セット 

情報漏えい事件の件数は年々増加の傾向にあり、これまでのウイルス対策だけでは情報漏えい 
防止が困難となっています。最新のセキュリティ事情・事例に基づいた対策ソリューションをご紹介 
します。 

トレンドマイクロ㈱ 

 
Trend Micro Deep Security 
Deep Discovery Inspector 

ウイルスバスター™ 
コーポレートエディションXG 他              

近年、電子カルテやオーダリングシステム、PACSなどの導入により、閉域網であったネットワーク領
域がつながり始めています。新たなセキュリティリスクや課題に対するセキュリティソリューションを 
ご紹介します。 

～FUJITSUファミリ会協賛～ 



【個人情報の取扱いについて】 
 ご提供いただきましたお客様の個人情報は、富士通株式会社及び富士通グループ会社並びに富士通パートナー会社が以下の目的で利用させていただきます。 
  ・本セミナーに関する連絡や来場者受付その他の円滑なセミナー運営に必要な事項の実施 
  ・イベント・セミナーの開催情報や製品・サービス情報のご案内（電話，e-mail，DM等） 
 富士通株式会社から富士通グループ会社並びに富士通パートナー会社へ個人情報を提供する際は、契約により適切な管理を義務付けた上でE-mail等で提供いたします。 
 また、展示会場において展示出展会社ご担当者との円滑なコミュニケーションが図れるように、名札をご用意いたします。 

   
上記目的のために、お客様の個人情報を委託先に預託することがあります。 
同意いただけない場合は、大変申し訳ございませんが、本セミナーのお申し込みはできません。 
情報の開示・訂正・追加・削除および利用停止を希望されるお客様は、以下担当者までご連絡ください。 
 
富士通株式会社 北海道支社 ヘルスケア営業部    
 担当：松谷・下井   TEL：011-210-5181／FAX：011-251-6420 
 

 ☆お申込み内容に○をつけてください。 ※ 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。 

 ☆下記の【個人情報の取扱いについて】に全ての申込者が同意の上、お申し込みください。 

☆お申し込み方法  ◆Fax：011－251－6420  
 ◆URL：https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5394                                       

 FUJITSU MEDICAL FAIR  お申込締切：２月17日(金) 
※満席となり次第締切とさせて頂きます。 

特別講演 16:00~17:30 
『平成30年度診療報酬改定を見据えた 
  医療政策の最新動向と医療機関の対応策』 

展  示 13:00~18:00 システム展示／デモ 

製品紹介 
& 

セミナー 

13:30~13:50 医療の外来スタッフ業務を支えるフロントソリューション 

14:00~14:15 重症度、医療・看護必要度に係る評価票入力システム 

14:25~14:45 スマートフォン活用ソリューション 

14:55~15:25 最近の脅威動向と医療分野におけるセキュリティ対策 

15:35~15:50 Pepperを病院の一員に 

貴施設名 

ご住所 〒     －         

ご連絡先 TEL FAX 

 

お申込者 

 

ご所属 
お役職 

ご芳名 

E-mail    ＠ 

お申込者 

ご所属 
お役職 

ご芳名 

E-mail    ＠ 

  

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5394
https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5394
https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/5394

