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データで見るMMWINの稼働状況です。稼 働 状 況
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全医療・介護・福祉分野、職種が想いをひとつに「オールみやぎ体制」でみやぎをつなぎます
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今後のユーザーズミーティングや関連行事、
その他のお知らせですお 知 ら せ

　バックアップ患者数は前月比＋69,144 人、紐付け患者数は前月比＋3 ,5 9 4 人となり、
両データ共に、順調な増加傾向にあります。今後ともよろしくお願いいたします。

　2017年 8月7日（月）に、「第19回 スマイルネットユーザーズミーティング」
兼「第 23 回 宮城県脳卒中地域連携パス研究会」を宮城県医師会館５Ｆ「会議
室１」にて開催いたします。今回は、スマイルネット参加施設を対象に、前回ユー
ザーズミーティングで進めることとなっておりました「スマイルネットを
MMWIN システムの臨床連携パス機能により新規構築する件」について、実際
の画面案を参照いただきながら、ご意見をいただければと思っております。
とくに、転院支援機能について大幅に変更となりますので、詳しい検討ができればと思っております。
ご出席いただければ幸いに存じます。お申込みについての詳細は、ホームページをご覧ください。

『第 19 回スマイルネットユーザーズミーティング』
『第 23 回宮城県脳卒中地域連携パス研究会』 開催のご案内
『第 19 回スマイルネットユーザーズミーティング』
『第 23 回宮城県脳卒中地域連携パス研究会』 開催のご案内
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皆さまのご参加、ご協力
まことにありがとうございました！
皆さまのご参加、ご協力
まことにありがとうございました！

　7 月 27 日 (木 )、『平成 2 9 年度 定時社員総会』を医師会館 2F の大手町ホールで開催いたしました。
多数の社員の皆様にご参加いただき、平成28年度の事業報告及び決算報告を行いました。事業報告では、
運用状況の報告を行い、病院でのブース開設による同意患者数の急増や、36 病院のデータバックアッ
プ体制が整ったことによるデータバックアップ患者数の増加等をご報告しました。施設構築及び新規施
設獲得状況の報告では構築状況や改善点などの報告を行い、その他、システム機能拡充の報告も行いま
した。審議事項として、平成 29 年度の事業計画案、収支予算案、定款の一部変更案や会費の改正案、
利用規約の一部改正案もございましたが、全て承認されました。

　当日は、質疑応答も行われ、正会員会費表（案）では、研究機関
についての質問が寄せられました。質問に対し、中山理事にご助力
いただき、閲覧情報や守秘義務について、個人情報保護委員会や倫
理委員会との関わり等、わかりやすくご説明頂きました。今後は事
務局でも営業ノウハウだけではなく、内部の説明事項にも対応でき
るように日々努力して欲しいと、フロアから励ましのお言葉も頂き
ました。

　お忙しい中、多くの社員の方のご参加、また、委任状送付のご協
力を賜りまして誠にありがとうございました。今後とも MMWIN
事務局をよろしくお願い申し上げます。

当日の様子

嘉数理事長のご挨拶

佐々木事務局長の決算報告

会場：医師会館 大手町ホール

中山理事の質疑応答



　2017 年 7 月 7 日（金）・8 日（土）の 2 日に渡り、仙台国際センター
にて、「第 19 回日本医療マネジメント学会学術総会」が開かれました。

　7 日（金）の 12：00 より、ランチョンセミナー
7 H 会場 会議棟 1 F 小会議室1にて「みやぎ医療
福祉情報ネットワーク（MMW IN）奮闘記-地域
医療連携システムと組織改革-」（共催 富士通株
式会社）として、MMWI N 理事の東北大学病院 
中山雅晴先生より MMWI N の取り組みが発表さ
れました。設立の経緯や構築状況、参加施設数や
同意患者数の紹介や、システム概要について、そ
の他、画像連携システムの導入やリプレースの予
定などについても説明を行いました。MMWI N は
多くの方々の協力の上に成り立っている旨、運営
体制の強化にあたり、課題や改善状況についても
ご紹介されました。当日は満員かつ質問も多く寄
せられ、参加された方の関心の高さも伺えました。

　８日（土）は、9：
00より、シンポジ
ウム7 B 会場にて
『東日本大震災を
契機に始まった
「みやぎ医療福祉
情報ネットワーク」』
として、東北大学病院 メディカル I T センター 
中村直毅先生より発表されました。MMWI N の概
要や、現在の状況とシステムを円滑に維持・運用
する上での課題について述べるとともに、非常時
における本システムの活用についてもご紹介され
ました。

　7 日（金）は、14：30 より、ポスター展示
で「MMWI Nの現状と今後の課題」として、
東北大学病院 メディカル I T センター井戸
敬介先生の発表もありました。

第１９回 日本医療マネジメント学会
学術総会 参加レポート
第１９回 日本医療マネジメント学会
学術総会 参加レポート

ト ピ ッ ク ス MMWINの旬な話題をお届けします。

　7 月1０日（月）13：30 より、宮城県聴覚障害者情報センター研修室にて「MMWIN（エムエムウィン）っ
て、な～に？」と題した講話を行いました。聴覚障害のある方やそのご家族、手話サークル・要約筆
記サークルの方など、どなたでもご参加いただける講話です。

と思います。「取り組みは素晴らしいと思う。やはり全国にネットワークが広がってこそ、本当に有意
義な物になると思う」「今後、より広く知ってもらうための活動を期待している」等、ありがたいご意
見も頂戴しました。今後もイベント等で皆さまと触れ合う機会を大切にしてまいります。

　当日は16名（聴覚障害者 7名）の方々にご参加
頂き、資料とプロジェクターを用いての説明を行
いました。また、手話通訳と要約筆記も説明と同
時進行で行われました。MMW IN の概要や、利
用シーンなど、加入後の具体的な流れを踏まえて
説明をいたしました。

　最後に質疑応答を行い、「娘のいる岩手でも受
診するので、県外での利用は対応してもらえるの
か」「輸血情報は見られるのか」「通院している薬
局が入っていない」「お薬手帳は不要になるのか」
等、たくさんのご質問を頂戴いたしました。参加
された方の中には、既に加入済みの方もおられま
したが、改めて利用についてのご質問も頂きまし
た。今後も、より細かな説明を心がけて行きたい

皆 さ ま へ お 願 い
　以前よりお知らせしておりますが、MMWIN 通信を郵送の他に、各施設の MMWIN 使用者に直接メール
で送付しております。また、ユーザーズミーティング開催のお知らせ等も送付致しますので、貴施設のMM
WIN端末使用者の方のメールアドレスを何件でも構いませんので、可能な範囲でお知らせください。

　『koho@mmwin.or.jp』まで、施設名と可能であれば担当者様名をご記入の上、
ご登録をお願い致します。右記のQRコードより、メールを送付いただくことも可
能です。既にご連絡くださった施設様のアドレスは登録しておりますので、直接配
信を開始しております。ご登録、誠にありがとうございました。
合わせて、ホームページにて、MMWIN 通信や、宮城県医師会報掲載ページのバッ
クナンバーを公開しております。是非、ご覧ください。

会場入口 活発な質疑応答

ポスター展示

　2017 年 7 月 10 日（月）に、みみサポサロン（宮城県聴覚障害者
情報センター）にて、「ＭＭＷＩＮって、な～に？ (講話 )」が開かれました。

みみサポサロン（宮城県聴覚障害者情報センター）
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会場は満員御礼
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