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　両データ共に、順調
な増加傾向にあります。
　病院施設数に関して
は、宮城県全病院（ク
リニック・診療所を除
く）の約 60％にあた
ります。 　

※平成 30 年 12 月 10 日 時点

参加施設の声

髙橋様、大崎市民病院健康管理センターのみなさま
取材へのご協力ありがとうございました。

 ●大崎市民病院健康管理センターの概況 
  当センターの健診事業は平成 11 年度に旧古
川市立病院でスタートし、平成 26 年 6 月の本
院新築移転に伴い、独立した保険医療機関とし
て大崎市民病院健康管理センターという現在の
名称で登録、旧本院救命救急センターにオープ
ンしました。（１階と 2 階を改装し平成 27 年
4 月にリニューアル）正確な検査判定、待ち時
間短縮、親切な接遇、分かり易い結果通知と通
知までの時間短縮などを目標に掲げています。
   平成 29 年度は、生活習慣病予防健診を中心
に 脳 ド ッ ク・乳 癌・子 宮 癌 検 診 な ど 延 べ
13,319 人の方に利用頂きました。また、保険
医療機関として二次健診外来、分院からの
MRI 撮影の受入れ、インフルエンザ予防接種
等も積極的に取り組んでいます。当センターで
は、冬期間の利用者減対策として、期間限定で
閑散期割引料金制度を設け、順調に予約が入っ
ており、大崎地域並びに県北の専門の健診施設
としての役割を果たしています。

大崎市民病院 健康管理センター大崎市民病院 健康管理センター

　MMWIN では、仙台市老人福祉施設協議会様のご協力もあり、今期非常に多くの介護福祉施
設様のご入会を頂いており、医療機関様と介護福祉施設様との連携や、施設介護と在宅介護の
連携、さらにはケアマネジャー様と訪問薬剤師様との連携等の活動を強化しております。
仙台市を中心としたこの取り組みを更に広げるため、仙台市老人福祉施設協議会様との更なる
連携を強化すると共に、宮城県介護福祉士会様や宮城県老人福祉施設協議会様等との連携に向
けた打ち合わせも進めております。

大 崎 圏

　

医療・介護福祉施設間の連携促進医療・介護福祉施設間の連携促進

大崎市民病院　健康管理センター外観

大崎市民病院健康管理センターのみなさま

管理課課長補佐 髙橋様

●ブースの開設
　11 月から週１度、MMWIN ブースを開設し、
64 人の加入があり、1 日あたりは約 13 人と
なっています。健診受診者の方は、健康意識
が高く、ブースや活動に興味を引かれ、加入
者が多くなっていると感じます。また、日常
的にも PR して少しでも認知度を高めて行き
たいと考えております。
●病気にならないように早めのケア
  健診を利用する方は、会社の定期健康診断を
兼ねているため持病がない方が多くおります
が、持病のない方でも健康診断のデータが継
続的に蓄積されます。仮に、経過観察になっ
た際は、地域の医療機関を受診するように勧
奨しますが、その際に連携先の医療機関が
MMWIN を利用していれば、データを参照す
ることができ、過去の検査値とも比較ができ
るため健診の結果を持参しなくても済みます。
MMWIN を介して健康診断の結果が参照でき
ることで二次健診に該当した場合に医療機関
でもどのくらいの結果値にあるのか参照でき
るため、受入の際の判断材料になります。当
センターでも二次健診を実施していますが、
検査できない項目もあり、その際には健診の
データが有効になると感じています。
   今後、益々多くの会員が増え MMWIN が拡
大して行くことを期待しております。

　県内全域で医療と介護福祉施設の連携
を進める事で、診療・治療情報やケア方
針の共有化等が進み、煩雑な事務手続き
も簡略化される事で、施設側のメリット
はさることながら、患者様、入居者様へ
のサービス向上にもつながると考えます。
　更なる地域医療連携を進めるためには、
医療機関様、介護福祉施設様間等の連携
も非常に重要であり、必須と考えており
ますので、介護福祉施設様での利活用を
促進し、他の施設様にも共有する等、介
護福祉施設様にお役に立てるような取り
組みを、引き続き、鋭意進めてまいります。

地域全体で
あなたの健康を
見守ります

　参加施設の声として、大崎市民病院 健康管
理センターの管理課課長補佐 髙橋様より、お
話を伺いました。
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嘉数理事長嘉数理事長

施 設 の 声 ご参加いただいている施設様の生の声をお届けします。

第１回 MMWIN セミナー 開催いたしました！

病院ネットワーク基本の「キ」
　
　当薬局は、白石市内に居宅介護支援事業の「介護サポートいちご倶楽部」、デイサービスの「デ
イサービスりんご倶楽部」と「デイサービスいちご倶楽部」を運営しております。ＭＭＷＩＮには、
平成 30 年より参加し、調剤薬局と介護サービス事業所の情報連携に活用しております。平成
30 年度の医療と介護の同時改定では、医療と介護の連携に関する改定も多く、これからの地域
医療に求められる重要なキーポイントになると考え、積極的に活用していきたいと考えています。

　平成 30 年 10 月 20 日（土）に東北大学病院メディカルＩＴセンター准教授 中村先生を講師
にお迎えし、病院ネットワークの基本の「キ」との副題を設けてセミナーを開催いたしました。 
　県内各所から医事課・情報管理・企画課に従事している方を中心に 15 施設、19 名様と多く
の方のご参加をいただきました。前日に何とか予定が取れたので参加をしたいとのご連絡をいた
だいたり、また、当日も急遽、時間が取れたということで、参加された方もおられ、病院ネットワー
クに対する関心の高さを再認識いたしました。

  　　講師：中村直毅　
（東北大学病院 メディカル ITセンター 准教授）　　　　病院情報管理者のためのネットワーク講座　　

エルム調剤薬局白石店外観

管理薬剤師　福永　信夫　先生

ト ピ ッ ク ス MMWINの旬な話題をお届けします。

当日の様子

講師中村直毅先生

当日お越しいただいたみなさま、本当にありがとうございました。
これからもみなさまのお役に立つ、MMWIN を目指します。

仙 南 圏

　
　薬局では、患者様の病名や検査データなど
の診療情報を参照した服薬指導に活用し、薬
局からは調剤を行った薬品情報や在宅患者の
訪問報告などをＭＭＷＩＮにアップすること
で、患者様の服用状況や副作用の有無など服
用中の患者様の状況を情報提供しております。

　
　
　多くの施設が参加することで、患者様の基
本情報や医療情報をＭＭＷＩＮ集約していく
ことで、その情報をふまえた様々な活用がそ
れぞれの施設で行うことができるのではない
かと思います。まずは、ＭＭＷＩＮを積極的に
活用し、どういった使い方が患者様のメリッ
トになるかを模索していきたいと考えていま
す。

　

　
　

　介護サービス事業所では、医療機関から提供
された、お薬の情報や検査データなどを参考に、
介護サービス提供の際に留意する点など検討す
ることに活用し、介護サービス事業所からは、
ケアプランなどの介護サービスの利用予定や実
施状況などをＭＭＷＩＮにアップすることで、

 
 セミナーは初めにシスコシステムズ合同会社 
原様にネットワークの最新技術についてご紹
介いただきました。続いて、MMWIN や大学
病院のネットワークの構築・運用を担当され
ている中村先生からは、ネットワークの入門
からはじまり、病院ネットワークの運用・整
備に必要となる考え方、基本技術、設計方法、
セキュリティーなどについて詳しく講義いた
だきました。講演後に行われた質疑応答では、
疑問や自院内のネットワー

 

　今回は、病院ネットワークの基本について
MMWIN セミナーを行いましたが、セミナー
参加者の評判も良く、高度なネットワーク技
術、遠隔医療、診療報酬改定などをテーマと
するセミナーの開催のご要望もいただきまし
た。
　今後とも施設様のお声をお聞きしながらご
期待にお応えできるように MMWIN セミ
ナーを開催してまいりたいと思っておりま
す。会員の皆様はもとより、関係各位のご支
援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申
し上げます。

 
 　　　　　　　　　　　 クにおけるお困り
になっている事柄に関する相談、セキュリティーの強化方法、システム整備する際のコストバ
ランスなどについて活発に質疑応答が行われ、予定時間が 30 分もオーバーするほどの大盛況で
した。

白石市城北町

　
　

　日常生活の状況について積極的に情報提供するようにしていきたいと考えています。将来的には、
日常のバイタル情報などを介護サービス事業所から提供することで、血圧のコントロール状況な
どの把握にも活用でき、薬の効果や服用状況の確認の活用にも生かせると思っております。

エルム調剤薬局白石店のみなさま
（写真中央：福永先生）

福永先生、エルム調剤薬局白石店のみなさま
取材へのご協力ありがとうございました。

エルム調剤薬局 白石店

介護サポートいちご倶楽部外観


