
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、下記の日程にて医療情報セミナーと商品展示会を開催させて頂くこととなりました。

今回は、メニースターズ 代表 星 多絵子先生に

2022年度診療報酬改定で今後の医療機関は変わる

～「働き方改革」などの仕組みも探り当てよう～

というテーマの講演を行っていただきます。

次期診療報酬改定につきましてセミナー直前まで情報収集をさせて頂き、最新の情報をご提供させて頂きます。

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 3 月 17 日 (木)
１２：００～１６：３０ [ 受付１２：００]

会場 ：中央区立産業会館 ２階
東京都中央区東日本橋2-22-4

アクセス：都営新宿線馬喰横山駅B4出口より徒歩５分
都営浅草線東日本橋駅B3出口より徒歩４分
JR総武快速線 馬喰町駅C1出口より徒歩5分

医療情報セミナー ＆ 商品展示会
２０２２ / 立春

ご挨拶

日時・会場

参 加 無 料
[定員 60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いただき、お手数です3月14日(月)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:03-6667-0744）定員になり次第、締切らせていただきますので予めご了承ください。

※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、1つのご施設様につき2名様までの申し込みとさせていただきます。

※当日会場ビルにおいて名札をお渡ししております。お手数をおかけいたし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

株式会社医療情報システム 首都圏営業部 東京営業所 セミナー事務局
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町3-10 NB日本橋ビル2F
担当：鹿子 TEL： 03-6667-0784 FAX： 03-6667-0744

お問い合わせ

主催：株式会社医療情報システム

共催：富士通Japan株式会社



プログラム

挨 拶

開会のご挨拶

受付開始 12 :00～

デモご観覧 （前半）

次頁に示すソリューションを実機にてご紹介いたします。

12 :00～13 :05

※ 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

企業講演

講師 ： 株式会社医療情報システム

「富士通医事会計システム HOPEオプション 平均在院日数統計＆疾病統計」

1 3 : 1 0～ 1 3 : 30

富士通医事会計システム HOPE SX-Sの持つ統計オプションの中から、

入院基本料等の施設基準に係る届出書に必要な平均在院日数集計表の作成が出来る「平均在院日数統計」と

診療録管理体制加算2の算定に必要な資料の作成が出来る「疾病統計」をご紹介致します。

診療報酬に係る書類を手軽で・正確に・時間をかけずに作成でき、さらには普段の運用にも活かせる、

弊社が提供する富士通医事会計システム HOPE SX-Sの便利なオプション機能となっております。

＜講演内容＞

講 演

講師 ： 星 多絵子
《メニースターズ代表 中小企業診断士》

2022年度診療報酬改定で今後の医療機関は変わる
～「働き方改革」などの仕組みも探り当てよう～

13 :30～ 15 :30

デモご観覧 （後半）

次頁に示すソリューションを実機にてご紹介いたします。

1 5 : 30～ 1 6 : 30

＜講演内容＞

2022年度改定も点数より要件がより細かくなります。前回改定から盛り込まれた「働き方改革」が本格化。医療機関の収入につ

いての診療報酬改定のはずなのに、なぜ人事労務であるはずの「働き方改革」が盛り込まれるのでしょうか。その真意を探ります。

また、新型コロナウイルスなどの感染症対策と通常の改定がどのように行われるか整理して解説します。答申を見て診療報酬改定

で「なぜ？」と思われる方、ぜひご参加ください。医療機関がとった方が良い今後の戦略についてもお話します。

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・福祉にも経営アドバイス。診療報酬を医療政策から見ることができ、受講者の階層に合わせてかみ砕いた説明を行っ

ている。診療報酬改定についてセミナーを開催。医療・介護・福祉について、具体的な事例を盛り込んだ研修を多数行っている。

【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」

1 3 :05～ 1 3 : 10

＜講師ご紹介＞



※ 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. i ryojoho.jp/

詳しくはWEBサイトへ
ウェブカルテ 検索

WEB型電子カルテシステム

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



展示デモ 12：00～ 13：05 ／ １5：30 ～ 16：30

※ 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。高機能を実現しつつ、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

経営の基盤となる保険請求を支えるだけでなく、患者さんの
窓口となる医事課様の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-S

中堅規模病院様における導入のしやすさを追求した病院電子
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

療養病棟を有する医療機関様向けのシステムです。
評価入力処理から、評価票の印刷、レセコンデータの更新まで
すべての作業を一元管理することで、院内業務の効率化を図
ります。

株式会社メディカルワークスADL評価システム

ADL評価システム

株式会社メディカルワークス医療文書作成システム

アイラック 各社生命保険の診断書を基本とし、院内で作成する多くの文
書の作成・管理を行います。 院内システムとの連携により氏名
や生年月日などの患者情報は自動的にセットされ、事務作業
にかかる負担が圧倒的に軽減します。

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。

療法士様の煩雑なスケジュール管理や目まぐるしく変わる診療
報酬改定に対応し、直感的な画面・充実的な機能でリハビリ
テーションにかかわる事務作業や多職種との情報共有を強力に
サポートします。

タック株式会社リハビリテーション部門システム

リハビリテーション支援システム

システムが苦手な方でも、「簡単操作」をモチーフに開発したシ
ステムとなります。また、院内ネットワークに接続されているパソコ
ンであれば、ライセンスの制限を設けておりませんので、価格的
も安価に導入できるシステムです。

株式会社ユー・エス・ケイ看護勤務割システム

Murse



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/立春
参加申込書 （開催日：２０２２年3月１７日）

お申込みFAX番号 03-6667-0744

◆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、3月１４日（月）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。
参加申し込みは１施設２名様までとさせて頂きます。

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（ ）
※コロナ拡大の場合におけるセミナー中止について：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・SSI・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


