
お問い合わせ

事務局 野崎、松岡 まで

URL:http://www.csunnet.co.jp/

会場案内

〒730-0036
広島市中区袋町6-36
合⼈社ウェンディ
ひと・まちプラザ

6⽉13⽇ (⽔) 6⽉14⽇ (⽊)

13：00〜 共通セミナー
総務省における 医療・介護・健康×ICTの取組

セミナースケジュール

10:00〜

展⽰会

〜17:30

10:00〜

展⽰会

〜17:30

『セミナーお申込書』に必要事項をご記⼊の上、6⽉6⽇（⽔）までにFAXまたはWebにてお申し込みください。
（Web申込URL：http://www.csunnet.co.jp/）
なお、お申込書がお⼿元にない場合は事務局までご連絡ください。

個⼈情報の取り扱いについて

主催：株式会社サンネット
協 賛：⽇本電気株式会社
特別協⼒：株式会社広島情報シンフォニー

⽇時

６ / 13 ･14
10：00〜17：30

(水) (木)

合⼈社ウェンディひと・まちプラザ
（旧呼称：広島市まちづくり市⺠交流プラザ）

場所

セミナーお申込み⽅法

■市内電⾞■
・広島駅より紙屋町経由の

路⾯電⾞で20分 （1番広島港 袋町下⾞）袋町駅より徒歩3分

■市内バス■
・広島駅より15分 1番のりば3号線
・広島⻄⾶⾏場／観⾳マリーナホップ⽅⾯ 2番のりば 21-1、21-2号線
・御幸通り／ベイシティ宇品⽅⾯ 袋町バス停下⾞ 徒歩3分

TEL (082)248-7782
FAX (082)247-0647

ご記⼊頂きました個⼈情報は、⾃治体＆ホスピタルセミナー2018に関するご連絡の他、ご来場の確認に利⽤させて頂きます。
ご記⼊頂きました個⼈情報については、プライバシーマーク及び情報セキュリティマネジメントシステムの規定に基づき適切な

管理を⾏います。
個⼈情報の第三者提供について

個⼈情報の第三者への提供及び委託は⾏いません。
個⼈情報の共同利⽤について

ご記⼊頂きました個⼈情報のうち、会社名、所属、役職、⽒名、受講希望セミナー、興味のある展⽰システムについて、
お客様に対するフェアのご案内の⽬的に必要な範囲内で、フェア出展社との間で個⼈情報を共同利⽤させて頂きます。
この場合の個⼈情報の取扱いに関する管理責任者は当社といたします。共同利⽤はフェア会場内に限定します。

ご提供頂きました個⼈情報の開⽰、訂正等のお求めに関しては、下記窓⼝宛にご連絡ください。

＜個⼈情報保護管理責任者・問い合わせ窓⼝＞
株式会社サンネット
公共事業部 事業部⻑ 松井 邦晴
医療事業部 事業部⻑ ⾓⾕ 賢⼆
TEL：０８２－２４８－４１００

15：00〜 ⾃治体向けセミナー
⾃治体AIとマイナンバーが織りなす新たな社会

■お⾞でお越しの場合■
・近隣のコインパーキングをご利⽤下さい
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原爆ドーム
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14：30〜 医療機関向けセミナー
医療従事者の視点から⾒る病院情報システム

15：45〜 医療機関向けセミナー
医療連携と注⽬すべき項⽬について
〜平成30年度診療報酬改定より〜

13：00〜 共通セミナー
地域医療システムに影響を及ぼす諸因⼦と
必要となる政策について

15：00〜 ⾃治体向けセミナー
⾃治体における窓⼝サービス改善と総合窓⼝
の展望

14：30〜 医療機関向けセミナー
来院患者の分布に⾒る地域医療構想のあり⽅
とその対応について

15：45〜 医療機関向けセミナー
「０からの挑戦 最⾼の病院を⽬指して」
退院できない収容型病院から在宅復帰型への変⾰



13:00〜14:00 共通セミナー【北棟 6階 マルチメディアスタジオ】 13:00〜13:45 共通セミナー【北棟 5階 研修室】

〜システム展⽰の詳細は別紙にてご紹介いたします〜

医療従事者の視点から⾒る病院情報システム医
療
機
関
向
け

事業別セミナー（1⽇⽬）【北棟 5階 研修室】

6/13
（⽔）

事業別セミナー（2⽇⽬）【北棟 5階 研修室】

6/14
（⽊）

⽇本電気株式会社 医療ソリューション事業部 事業推進部 医療ソリューションコーディネーター
総合内科専⾨医、循環器専⾨医、超⾳波専⾨医 野間 充 ⽒

医療現場の喫緊の課題である「働き⽅改⾰」に必須の業務効率化や 「⾒落とし・⾒逃しのない
診療⽀援」等に役⽴つ病院情報システムと期待されるAI技術等のご紹介をいたします。

14:30〜15:15 研修室 B

展⽰会場案内図【合⼈社ウェンディひと・まちプラザ ギャラリーA・B】

『総務省における 医療・介護・健康×ICTの取組』

講師：光廣 陽平 ⽒

総務省情報流通⾏政局情報流通振興課 情報流通⾼度化推進室 主査

総務省が進める医療・介護・健康分野の各種取組(クラウド技術を活⽤したEHRの⾼度化や、
PHRサービスモデルの構築等)について紹介します。
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医療連携と注⽬すべき項⽬について 〜平成30年度診療報酬改定より〜
株式会社ニチイ学館

今回の診療報酬改定で⾒直しされた「医療機関の連携」に係る項⽬と、新設された「オンライン診療料」
及び「地域包括ケア病棟⼊院料」の変更点等について説明いたします。

15:45〜16:30 研修室 B
M2

⾃治体AIとマイナンバーが織りなす新たな社会
⽇本電気株式会社 番号事業推進本部 本部⻑ ⼩松 正⼈ ⽒

「第3次AI（⼈⼯知能）ブーム」と呼ばれる現代、この波は⾃治体にも波及し始めています。
国の政策を踏まえAIやマイナンバー制度を活⽤した⾏政⼿続改⾰や官⺠データ連携等、今後⾃治体が

取り組むべき課題や最新動向等について解説いたします。

15:00〜16:00 研修室 A
L1

来院患者の分布に⾒る地域医療構想のあり⽅とその対応について医
療
機
関
向
け

地⽅独⽴⾏政法⼈⼭⼝県⽴病院機構 ⼭⼝県⽴総合医療センター
企画調整室 室⻑ 中村 敦 ⽒

病床機能報告や医療機能情報提供制度、DPC退院患者調査などの公開データと⾃院来院患者の分析を
通して、地域医療構想のあり⽅とその対応についてお話しします。

14:30〜15:15 研修室 B
M3
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け

「０からの挑戦 最⾼の病院を⽬指して」
退院できない収容型病院から在宅復帰型への変⾰

社会福祉法⼈岡⼭博愛会 岡⼭博愛会病院 事務局⻑ 三宅 謙太郎 ⽒
社会福祉法⼈岡⼭博愛会病院は 昨年度までは⾼齢者収容型で退院できない病院でした。地域包括ケア

システム・地域医療構想を踏まえ、内科を中⼼とした岡⼭No.1の回復期病院を⽬指した、法⼈・病院・
職員⼀丸となって「最⾼の病院に挑戦している」記録です。

15:45〜16:30 研修室 B
M4

⾃治体における窓⼝サービス改善と総合窓⼝の展望
合同会社社会情報サービス研究所 代表社員
株式会社コミクリ 地域情報サービス推進室 室⻑ 瀧⼝ 樹良 ⽒

⼈⼝減少や少⼦⾼齢化に伴う⼈⼝構造の変化、住⺠の価値観の多様化・⾼度化により、⾃治体に求め
られる窓⼝サービスの範囲が拡⼤し、画⼀的な窓⼝サービスでは対応が困難な状況となっています。

先進事例の紹介や制度の動向を踏まえ、⾃治体における窓⼝サービス改善の進め⽅や総合窓⼝の展望
等について解説いたします。

15:00〜16:00 研修室 A
L2

セミナー会場案内図 【合⼈社ウェンディひと・まちプラザ】

医療向け
展⽰エリア

⾃治体向け
展⽰エリア

事業共通
展⽰エリア

『地域医療システムに影響を及ぼす諸因⼦と必要となる政策について』

講師：河原 和夫 ⽒

地域医療構想、介護事業計画、地域包括システムなどが話題となっていますが、
働き⽅改⾰、医療費適正化計画、診療・介護報酬改定も地域医療システムに複雑に
絡んでいる現状があります。地域医療に関する政策を総合的に考察します。
【講師プロフィール】

1980年神⼾⼤学法学部卒業、1986年⻑崎⼤学医学部卒業後、厚⽣省 健康政策局計画課に技官として
⼊省し、同年4⽉⻑崎県松浦保健所に医師として出向。
その後、国⽴病院医療センター（現国⽴国際医療研究センター）、厚⽣省、福井県福祉保健部健康増進課
などを経て、2000年国⽴⼤学法⼈東京医科⻭科⼤学⼤学院 教授。

K2


