MMWINみんなのみやぎネット

より効率的で、質の高い医療・
介護サービス提供のために

MMWINみんなのみやぎネット 参加施設構成
▼地域別施設構成 (2015/ 1/19 現在 ※構築準備中等含む)
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▼MMWIN参加病院様
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石巻港湾病院
石巻市立牡鹿病院
石巻赤十字病院
石巻ロイヤル病院
齋藤病院（構築準備中）
仙石病院（構築準備中）
真壁病院（構築準備中）
泉病院
NTT東日本 東北病院
宏人会木町病院
広南病院
公立黒川病院
坂総合病院
JR仙台病院
仙塩総合病院
仙塩利府病院
仙台医療センター
仙台オープン病院
仙台厚生病院

仙
台
圏

県
南
圏

(2015/ 1/19 現在 ※構築準備中等含む)

JCHO仙台病院
仙台赤十字病院
仙台中江病院
仙台東脳神経外科病院
仙台リハビリテーション病院
総合南東北病院
東北公済病院
東北公済病院 宮城野分院
東北大学病院
東北薬科大学病院
東北労災病院
中嶋病院
西仙台病院
松田病院
宮城県立がんセンター
宮城県立こども病院
赤石病院（構築準備中）
仙台市立病院（鋭意検討中）
大泉記念病院（構築準備中）
金上病院（構築準備中）
公立刈田綜合病院（構築準備中）
仙南病院（構築準備中）
船岡今野病院（構築準備中）
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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

みやぎ県南中核病院（構築準備中）
川崎こころ病院（構築準備中）
県 同済病院（構築準備中）
南
圏 蔵王町国民健康保険 蔵王病院（構築準備中）
丸森町国民健康保険 丸森病院（構築準備中）
国民健康保険 川崎病院（構築準備中）

石橋病院（構築準備中）
永仁会病院（構築準備中）
大崎市民病院（構築準備中）
大崎市民病院 岩出山分院（構築準備中）
大崎市民病院 鹿島台分院（構築準備中）
大崎市民病院 鳴子温泉分院（構築準備中）
片倉病院（構築準備中）
県 栗原市立 栗原中央病院（構築準備中）
北
（構築準備中）
圏 栗原市立 若柳病院
登米市立 登米市民病院（構築準備中）
登米市立 米谷病院（構築準備中）
古川星陵病院（構築準備中）
古川星陵病院分院（構築準備中）
三浦病院（構築準備中）
美里町立南郷病院（構築準備中）
涌谷町国民健康保険病院（構築準備中）

設立から３年。地域医療福祉情報連携推進のため
更なる御支援、御協力をお願い申し上げます。
平成２３年１１月の協議会設立から、３年が経過しました。（法人としての設立は、平成２４年
５月）災害時はもちろんのこと、平時にも役立つ地域医療福祉情報連携基盤を構築、地域連携の
礎となることを目指し、皆様の御支援、御協力のもと、医療・介護施設のネットワークの確立・
拡大を推進してまいりました。参加施設の皆様には、お陰様で、患者さんへのMMWIN加入を推
進いただき、連携の輪が、拡がりつつあります。
また、石巻・気仙沼圏から開始しました、MMWINシステムの導入・設置は、仙台圏に拡大され、
今年度末には、県南・県北圏を含め全県の参加施設をカバーできるよう、頑張っています。
一方、これまでご参加いただいた施設間での実際の臨床における情報共有の実績は未だ満足でき
る状況ではなく、臨床的有用性を参加施設の皆様に実感していただけるよう、施設内フロー作成
など（３ページ目参照）支援強化を進めている状況です。
今後とも、参加施設の皆様におかれましては、ＭＭＷＩＮシステムの利活用を進めていただき、
日頃の医療介護活動の、更なる質の向上と効率向上にお役立ていただきたく存じます。また、連
携拡大推進のためにも、引き続き、皆様方周辺の医療介護施設へ参加勧誘のお声掛けと、患者さ
んへの加入申込み推進を、重ねて宜しくお願い申し上げます。

MMWINみんなのみやぎネット構築進捗状況
〜全県展開に向けて
平成25年9月7日、石巻圏・気仙沼圏システム稼働開始時、74施設で
始まった、MMWINみんなのみやぎネットも、平成26年4月1日の仙
台圏構築後、約330施設となりました。更に、今年度構築予定の県南
圏・県北圏で参加申込をいただきました施設様を合わせると、約540
施設にご参加いただいております。
今後は、これら施設様での実際の運用が進むよう各施設の皆様をサ
ポートさせていただく予定です。今後とも宜しくお願い申し上げます。

操作ガイドDVD配布中・加入促進ツールお申込み受付中
MMWINにご参加いただいている病院・診療所、薬局の皆様向けに、患者さんへ加入をお勧めい
ただく際のヒントや、既に加入されている患者さんがいらした際の「紐付け」操作などを解説す
るＤＶＤを作成しました。参加施設の皆様に、随時お渡ししております。他タイプの施設の皆様
にも、一部、お役に立てると思います。ご要望ございましたら、下記サポートセンターまでお知
らせ、お問合せください。
また、MMWINポータルのトップ画面の右端バナーの「患者さん加入促進ツール」から、パンフ
レットやカルテ用シールなどの要求フォームをご用意しております。こちらも併せてご活用下さ
いますよう、宜しくお願い申し上げます。
発行元 一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会
仙台市青葉区中央3-10-19 仙台KYビル7階（一時移転先）
【サポートセンターTEL】022-399-6880 【サポートセンターE-mail】？？？？？？？？？？
【事務局TEL】022-395-6312 【FAX】022-395-6313 【E-mail】？？？？？？？？？？
当協議会からのメールを受信出来ない場合がございますので、MMWINドメイン「@mmwin.or.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
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石巻・気仙沼、仙台圏の施設の皆様へ：
施設内運用フロー作成について

MMWINシステムのねらいと利点
MMWINへ
加入申込
（同意）

MMWINみんなのみやぎネット

既に、患者さんへの加入促進、また、『連携』促進いただいている参加施設の皆様、日頃のご尽力、誠に
ありがとうございます。引き続き、ご協力、ご推進、よろしくお願い申し上げます。
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MMWINみんなのみやぎネットは、MMWINに参加する病院、診療所、薬局、介護施設、訪問看護ス
テーションなどの、施設間で、患者さんの医療情報・介護情報・調剤情報などを情報連携するための
ネットワークです。連携することで、より効率的で、質の高い医療・介護サービスを患者さんに提供す
る仕組みです。
診療所では、「診療情報参照システム」をご活用いただき、他の施設で実施した検査結果や処方内容、
治療経過や介護などの情報を参照することができます。現在、紙カルテで運用されていて、今後も、紙
カルテを使い診療を予定されている場合でも、別の医療施設での以前の情報を参照することで、より安
心で効率の良い医療サービスを提供することが可能になります。
既に電子カルテをお使いの場合は、「診療情報参照システム」により他のMMWIN参加施設での診療情
報を参照したり、自施設の電子カルテシステムの情報をMMWINシステムにアップロードすることで、
他のMMWIN参加施設と情報共有することが可能になります。例えば、急性期病院から患者さんを受け
入れる際、その病院での診療記録を参照したり、逆に、手術などが必要で、中核病院への紹介が必要な
場合に、より詳しい情報を確実に伝えることが可能です。
薬局では、「調剤情報システム」を御活用いただけます。このシステムでは、薬局に設置されているレ
セコンと接続し、来店された患者さんのIDから、MMWINサーバ上に格納されている、これまでの診療
情報や処方の重複や禁忌薬のチェックなどが可能となり、診療内容に基づいた、より質の高い指導が可
能になります。
加えて、万が一の災害時に重要な機能を提供する、「災害時医薬品供給管理システム」があります。
このシステムでは、災害時に、どの地域で、どのような薬が、どのくらい使用されているかなどの統計
をとることが可能です。また、薬の色や形状などから薬の種類を調べたり、同じ薬効や成分の薬を検索
したりすることができます。
介護施設では、「ASP型介護支援システム」をご活用いただけます。フェイスシートなどの利用者情報
管理、アセスメントやケアプランの作成、実績管理、支援経過などの書類作成に役立ちます。
更に、ケア記録も電子化されているため、利用者さんをMMWIN参加病院や診療所にお連れする際など
に、その情報を参照いただけるため、医療連携の観点からも、より効率的で質の高い介護サービスが提
供できます。医療と介護のシームレスな連携を可能にします。
加えて、電子化されたケア記録などは、遠隔保存されるため、災害時などにも対応が可能です。

「導入・設置は完了したけれど、まだ、運用がうまく回っていない」という施設の皆様、
大変、遅くなって恐縮ですが、現在、ＭＭＷＩＮでは参加施設での運用フローのサンプルを用意しサポート
させていただく体制を作っております。実際には施設ごとの事情を加味して運用フローを決めて行くことに
なります。ご支援が必要な施設におかれましては、是非ご一報ください。
また、運用フローを作成するにあたり、以下の点の確認が必要です。ご連絡いただく際に確認させていた
だきますのでよろしくお願いいたします：
１）ご利用される職員の皆さんの利用者申込：運用開始に先駆け、お申込み完了ください。
未だでしたら、下記サポートセンターへご連絡ください。お申込み後、職員用ＩＣカードを作成・
郵送いたします。
２）施設内フローのポイントになる事項
①ＭＭＷＩＮ健康共通ＩＤカードをお持ちの患者さんが来られた際、最初にカードを確認するご担当者
②その後、自施設のＩＤ（例えば、カルテ番号）とＭＭＷＩＮ ＩＤを『紐付け』するご担当者
③医師に患者さんがＭＭＷＩＮ加入者であることを伝える方法
例えば、カルテにＭＭＷＩＮシールを貼るなどして、伝える方法もございます。
④外来や入院の担当医師のそばにＭＭＷＩＮ患者さん用パンフレットを常備することや、医師から、
患者さんにパンフレットをお渡しいただいた後に、より詳しい説明をしたり、記入した加入申込書
を受付けるご担当者
その他細かい点を含め、皆様とご相談しながら、運用フローを作成して行きます。
ご支援が必要でしたら、サポートセンターにご一報ください。
また、MMWINシステムの代表的な操作例が、前頁でご紹介しているＤＶＤで、ご覧いただけます。
なお、患者さんが共通ＩＤカードをもって受診された際にご提出いただけるように、下記のようなパネル
スタンドも用意しております。ポスター同様、こちらのスタンドも、受付窓口などに設置していただきます
ようお願い申し上げます。（パネル、ポスターのリクエスト、お問合せもサポートセンターへお願いいたし
ます）

窓口案内スタンド

施設タイプ別
申込受付中ポスター

県南・県北圏の施設の皆様へ
最終募集締切りに対応しての早々のご検討、お申込み、ありがとうございました。
既にご希望の導入機器や設置場所をお伺いさせていただきましたが、今後は、それらの情報をもとに、導
入・設置に向け、システム構築ベンダーが訪問、更に詳細な打合せをさせて頂きます。また、導入・設置
に先立ち、簡単マニュアルや、動画マニュアルを配布させていただくとともに、職員ID登録のご案内をさ
しあげます。引き続き、宜しくお願い申し上げます。
発行元 一般社団法人みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会
仙台市青葉区中央3-10-19 仙台KYビル7階（一時移転先）
【サポートセンターTEL】022-399-6880 【サポートセンターE-mail】？？？？？？？？？？
【事務局TEL】022-395-6312 【FAX】022-395-6313 【E-mail】？？？？？？？？？？
当協議会からのメールを受信出来ない場合がございますので、MMWINドメイン「@mmwin.or.jp」からのメールを受信できるように設定してください。
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