
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、コロナ禍中、感謝の気持ちを込めて何か応援出来ないかと考え、微力ではございますが感染予防に細心の

注意を払い、皆様の手助けになるよう、下記日程にて「医療情報セミナーと商品展示会」を開催させていただきます。

今回は、メニースターズ 代表 星 多絵子先生に

「医療機関の今後の経営戦略」
～医療にも「経営」が求められる時代に何をおこなうか～

というテーマの講演を行っていただきます。

充分な感染対策（３密を避ける、受付時の消毒・検温にご協力をお願いします）を取らせて頂き開催させて頂きます。

尚、情勢により（コロナ感染者の急増、蔓延防止等重点措置、緊急事態宣言など）、セミナーの中止もございます。

敬具

日時 ： 2022 年 8 月 30 日 (火)
１3：００～１７：００

[ 受付１２：３０]

会場 ：マイドームおおさか ８階
大阪市中央区本町橋2番5号

アクセス：Osaka Metro 堺筋線 「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩6分
Osaka Metro 中央線 「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩6分
Osaka Metro 谷町線 「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩7分
京阪電鉄 「天満橋」駅の東改札口から 徒歩10分

マイドームおおさか駐車場代：200円/30分
24時間最大料金 全日1,800円

医療情報セミナー ＆ 商品展示会
２０２２ / 夏

ご挨拶

日時・会場

参 加 無 料
[セミナー定員100名]

セミナー参加ご希望の方は、同封の「参加申込書」に必要事項をご記入頂き、お手数ですが 「8月23日(火)午後5時迄」 にFAXにて

お申込みくださいますようお願い申し上げます。（FAX:06-6223-9909）密接を避けるため、定員になり次第、締切らせていただきます。

※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ので、予めご了承をお願いいたします。

※セミナーに関しまして1医療機関様、最大2名様迄とさせて頂きます。

※当日会場において名札などをお渡ししております。お手荷物になるかと思い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

主催：株式会社医療情報システム

株式会社医療情報システム 大阪本社 セミナー事務局
〒541-0046 大阪市中央区平野町1丁目4番8号 IJSビル
担当：小林、清水 TEL： 06-6223-9900 FAX： 06-6223-9909

お問い合わせ



展示デモ 12：30～ 17：00

※ 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。高機能をキープしつつ、初期費用を抑
え、迅速な導入が可能です。

富士通Japan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 ChartⅡ

経営の基盤となる迅速な保険請求を実現し、経営を支援する
帳票などを出力可能な医事会計システムです。入外スムーズ
な窓口業務の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Japan株式会社医事会計システム

HOPE SX-T

中堅規模病院様における導入型の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、
段階的に容易な導入が可能です。

富士通Japan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

圧倒的なコストパフォーマンスで病院経営の効率化を実現いた
します。物品管理システムだけではなく未収金管理・ADL評価
システム・精神科文書作成システムの展示も致します。

株式会社メディカルワークス物品管理、ADL評価、精神科文書作成システム

Issupp

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 充実した機能を装備し、あらゆる病院のリハビリテーション業務
の効率化や運用改善をシステム面からサポートします。

インフォコム株式会社出退勤管理、勤務割システム

CWS
医療機関向け出退勤管理システムを御提供致します。
在院時間把握、時間外管理、自己研鑽、年休の届け出管
理を提供します

富士フィルムヘルスケアシステムズ株式会社レセプト院内審査支援システム

べてらん君collaboration Plus 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。

株式会社ユー・エス・ケイ看護勤務割システム

Murse(マース) 看護師長、事務スタッフの負担を軽減して業務を効率化し、
医療現場の本来の業務への集中を可能にします。

Sky株式会社クライアント運用管理システム

SKYSEA Client View 脆弱性対策やウイルス対策ソフトの運用、ログ管理等でサイバ
ー攻撃対策を支援します。



※ 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 医療情報システムWEB型電子カルテシステム

ウェブカルテ 使いやすさ、繋げやすさ、運用しやすさを兼ね備えた電子カルテ
システムです。地域医療の普及が進んできた現在、質の高い医
療・介護を提供するために医療機関や施設に属する多職種間
での情報共有の実現いたします

https://webkarte.iryojoho.jp/

詳しくはWEBサイトへ スマートフォンの場合はQR
コードを読み取ってください。 →

ライセンス
フリー

初めて
でも簡単
操作

ソフト
買い替え
不要

ウェブカルテ

初回導入時

ハードウェア費用

導入作業費用

更新時

一般的な電子カルテ

初回導入時 更新時

ソフトウェア費用

ハードウェア費用

導入作業費用

ハードウェア費用

導入作業費用

ソフトウェア費用

ハードウェア費用

導入作業費用

ソフトウェア費用

お使いのサーバーハードウェア

が老朽化し6年後などに買い替え

る場合でも、ソフトウェアの更

新費用は必要ありません。導入

作業費も入替作業のみで費用を

抑えることができます。

インターネット感覚で操作可能で、パソコンが苦手な

方でも簡単に入力・参照できます。Do機能などで前

回内容を複写して効率的です。

看護支援機能も電子カルテと一体化しており、転記作

業を削減し、スタッフ間での情報共有を実現します。

見やすい画面デザイン

WEB型電子カルテシステム

ハード更新時ソフトウェア買い替え不要



プログラム

挨 拶

開会のご挨拶

受付開始 12 :30開始

商品展示会実施

「展示デモ」に載せておりますソリューションを実機にてご紹介いたします。

※ 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。

プログラムのご案内

展示会終了

講演終了後も引き続きご覧いただけます。

～ 1 7 : 0 0

13 :30～ 13 :35

13 :00開始

講 演

講師 ： 星 多絵子
《メニースターズ代表 中小企業診断士》

医療機関の今後の経営戦略
～医療にも「経営」が求められる時代に何をおこなうか～

13 :35～ 15 :30

＜講演内容＞

医療機関における経営戦略とはどのようなものでしょうか？「お金の話はちょっと……。」という姿勢では、今後は行き詰まってしまう

かもしれません。この講演では、経営戦略を「私たちの努力では変えることが難しい」外部環境と、「私たちの努力で変えることがで

きる」内部環境に分けて説明します。外部環境は医療政策の流れ、内部環境は経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」につ

いて、具体例を踏まえてわかりやすく伝えます。地域包括ケアシステムが推進されるなか、この荒波でどうかじを取るか、一緒に考え

てみましょう！

医療機関での受付・レセプト点検から一般企業経理、社会福祉法人の内部監査人を経て医療・介護・福祉コンサルタントとな

る。自治体病院・公的病院・医療法人といった経営形態を問わず、経営改革のアドバイスを行う。社会福祉法人での経験を活

かし、介護・福祉の経営改革・改善も手がける。経営改革では、延べ2000人のインタビューを行い、問題点の発見及び解決につ

なげた。前職は会計事務所だったため、数字で語れる経営者になるための「世界一カンタンな決算書の読み方」を伝えている。

【執筆】 「ドラッカーの聴診器」（じほう 「Japan Medicine」平成22年10月～12月連載）

【共著】 「金融機関のための医療業界の基本と取引のポイント」 「医療機関との融資取引に強くなる本」

＜講師ご紹介＞

企業講演

講師 ： Sky株式会社

「今、医療機関に求められるサイバー攻撃対策」

1 5 : 40～ 1 6 : 10

なりすましメール「Emotet」からのサイバー攻撃が爆発的に増加しており、電子メールの利用やインターネットを使用した情報収集

も、最新の注意が必要になっています。本セミナーでは、今一度、サイバー攻撃の手口、事故が発生してしまった時の対応、どの

程度の被害金額が想定されるのかを整理し、それぞれの対策の一例をご紹介いたします。

＜講演内容＞



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 ２０２２年/夏
参加申込書 （開催日：２０２２年８月３０日）

お申込みFAX番号 06-6223-9909

◆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、８月２３日 (火) 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」をご覧いただき、同意をいただいた上で以下の内容をご記入
くださいますようお願いいたします。

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HP（ http://iryojoho.jp/?page_id=7 ）内に個人情報保護方針を記載しております。

・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（ ）

※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)
（資料送付を希望される場合、下記記入欄にご記入ください）

所属・役職 氏 名 セミナー内容に関するご質問

展示会のみ参加

※セミナーに関しまして会場の人数制限の都合上最大お２人様迄とさせて頂きます。


