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　両データ共に、順
調な増加傾向にあり
ます。  診療所施設加
入数は 4 年前に比べ
て、約３倍の増加率
となっております。
　

※平成 30 年８月 31 日 時点

　一般財団法人 宮城県成人病予防協会 附属 
仙台循環器病センター様は、開業の先生方、
病院の先生方等との密接な連携体制の構築を
進めておられます。
　特に、大部分が慢性疾患である循環器疾患
は、入退院を繰り返す事が想定される事から、
地域の医療機関や薬局、介護福祉施設との連
携が必要になります。　
　このような中、MMWIN をご活用いただく
ことにより、地域の医療機関や薬局、介護福
祉施設との連携が強化される事になり、患者
様基本情報やアレルギー情報、処方情報、検
査結果等を確認する事ができる等、正確な
データに基づいた適切な治療が可能になりま
す。そういった地域医療連携体制を更に推進
する事で、地域ぐるみで患者様を見守る事が
可能になり、患者様にとってよい治療につな
がることが可能になると考えております。

　医療法人 徳洲会 仙台徳洲会病院様は、医療
技術の進歩と細分化が進む中、他の専門病院等
との連携を進めておられます。特に、脳神経外
科・産婦人科・透析室・整形外科を始め、地域
の医療機関や薬局、介護福祉施設との連携が必
要な診療科も多く、地域包括ケアの推進が必要
と思われます。
　このような中、MMWIN をご活用いただくこ
とにより、迅速且つ確実な情報共有を行う事で、
地域包括ケアの推進及び、地域の皆様の健康維
持の実現が強固なものになると考えておりま
す。
　また、急性期型病院として、患者様のすみや
かな受け入れ、受け入れた患者様の情報の共有
とその後の診療についての逆紹介を積極的に進
められており、地域の医療機関や薬局、介護福
祉施設と紹介・逆紹介時の情報連携につきまし
ても、患者様基本情報やアレルギー情報、処方
情報、検査結果等の共有について MMWIN を
ご活用いただく事で、より迅速且つ確実な情報
共有が可能になると考えております。

MMWIN へのご入会、ありがとうございました！
今後とも、ご協力の程、よろしくお願いいたします。。

 この度、仙台市泉区の一般財団法人 宮城県成人病予防協会 附属 仙台循環器病センター様及び、医療法
人 徳洲会 仙台徳洲会病院様が、MMWIN にご入会いただくことになりました。（ご入会順）両病院様
にご入会いただきました事により、泉区の地域医療連携はより一層進むものと思われますので、
MMWIN と致しましても、地域の医療機関や薬局、介護福祉施設の情報連携の橋渡しが出来るよう、尽
力してまいります。

東松島市矢本

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。

仙台循環器病センター仙台循環器病センター

フロンティア薬局 矢本店 　管理薬剤師 及川 一司 先生
　当店では主に近隣の「藤野整形外科」、「やもと内科クリニック」、「やもと眼科」、「藤野歯科クリニック」
からの患者様が来店しており、後期高齢者の割合が高いのが特徴です。MMWIN には平成 25 年より参加し
ており、最近では週に 1 ～ 2 名程度の紐付ですが、トータルで 850 名の患者様が当薬局に紐づいています。
混雑している状況では投薬前の紐付は難しく、手の空いた時間に行っているのが実状です。以前より操作が
簡単になったようですが、リアルタイムでの紐付が難しいのは変わりません。MMWIN 端末は営業時間中、
常時立ち上げており、主に病名や検査内容、アレルギーの確認で利用しております。現状ではまだまだ十分
活用できているとは言い難い状況です。
　当薬局の前にある「やもと内科クリニック」の佐藤和生院長先生は MMWIN の立上時から携わっている先
生で度々活用方法についてご指導をいただいております。「やもと内科クリニック」では災害時の訓練として
院内の電子カルテシステムを完全に停止して MMWIN 事務局より診療データをバックアップした端末を持参
して、実際に診療ができるかという内容を検証しました。結果は自施設のバックアップデータで緊急時の診
療に対応できるとの事でした。東松島市では本年 7 月より市役所福祉課、社会福祉協議会（指定介護支援事
業所・地域包括支援センター）が MMWIN に参加しました。今後は医療介護の情報連携を行い、市民保健福
祉向上を図る地域包括ケアシステムの推進にも MMWIN のネット
 ワークが寄与していると思います。　　　　　　　　　　　　　　
　当店では、「かかりつけ薬剤師」として私どもを指名されている患
者様も増加傾向にあり、これまで以上にきめ細やかな対応が求めら
れています。そういった患者様には MMWIN の加入をお勧めし、  
検査数値や診療経過を把握した上で服薬指導を行うことでより丁寧
な指導ができることと思います。また、被災地の薬局としてもっと
MMWIN への加入を積極的に勧め、加入患者様の情報のバックアッ
プと情報共有の拡大をはかることが重要と考えます。

石巻圏石 巻 圏

　

仙台徳洲会病院仙台徳洲会病院

　仙台市泉区周辺の地域包括ケアの促進

仙台循環器病センター外観

仙台徳洲会病院外観
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嘉数理事長嘉数理事長

受付の様子

平成３０年度定時社員総会を行いました活 動 報 告 各施設様での NNWIN 活動報告です。

MMWIN セミナーを開催いたします！

病院ネットワーク基本の「キ」

【プログラム】
13：30～　
　受付開始
14：00～１４：30　
　最先端ネットワーク機器紹介　
　（シスコシステムズ合同会社）
14：30～15：30　
　セミナー

参加申込・詳細については：MMWIN の HP　http://www.mmwin.or.jp
または、E-mail:event@mmwin.or.jp　までお問い合わせください。

石巻圏

　
〈加入活動後の透析室での活用状況〉
　6 月 25 日から 7 月 6 日まで透析室に於いて加入活動
を行いました。透析患者様 130 名の中から約 8 割の加入
を頂くことができました。透析室では引き続き残りの患
者様には勧誘を頂いております。
　また、医師、ME（技師）、看護師様、スタッフが利用
登録を終え、運用可能な環境になってきております。端
末３台を設置し他施設の患者データを閲覧、MMWIN 文
書連携システムによる透析基礎情報、透析記録・血液透
析記録、診療情報提供書など提携先医療機関との情報共
有を行っているとのことでした。（自動化）

  　　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）

〈今後の課題〉
　透析室の課題としては連携先（JCHO　
仙台病院様、　東北大学病院様、他クリニッ
ク様）との連携を具体的に行う仕組み作り
が急務だそうです。また、病院内での受付
業務における加入活動の恒常化、また、患
者様からカードを提示された場合などに於
ける、運用フローの定着化への対応が課題
なっているとのことでした。

仙

　この度 MMWIN では、『病院情報管理者のためのネットワーク講座 第１回 病院ネットワー
ク基本の「キ」』と題したセミナーを開催する事になりました。当日は東北大学病院及び、
MMWIN でネットワークを担当する講師が、病院ネットワーク運用に必須の知識をわかりやす
く講義いたします。質疑応答の時間も持ちますので、皆様のご参加をお待ちしております。

　　    日  時：１０月２０日（土）　14：00～　
　　　 参加料： MMWIN 参加施設　無料　
　　　　　　　　　　　上記以外　1,000 円
　　　   
           会場：株式会社 TTK 本社　７階会議室
　　　  （住所：仙台市若林区新寺１丁目２-２３）

　平成３０年も引き続き県民の安全と安心を確保するため、良質な医療介護福祉サービスが提
供されるよう組織を挙げて取り組んでまいります。会員の皆様はもとより関係各位の御支援、
御協力をお願いいたします。
　　　　　　　　　　　( 於：平成３０年７月２０日 １８:３０～  宮城県医師会館 ２F 大手町ホール )

　MMWIN セミナー　病院情報管理者のためのネットワーク講座　第１回　

　
　先般、平成３０年度の MMWIN の定時社員総
会が開催されました。総会においては、報告と
して平成２９年度の事業報告、審議事項として
平成２９年度の決算、平成３０年の事業計画
( 案 )、収支予算 ( 案 ) 等がそれぞれ議案として
提案され承認をいただいたところです。
　事業報告では、リプレイス事業等の概要や年
間２６４の新規施設の加入や情報共有患者数や
データバックアップ数などの運用状況等につい
て説明を行いました。　
　事業計画においては、新規施設の参加活動と施設構築の継続に加え、システムについて画像
連携システム、眼科連携、透析連携の利活用の推進、タブレット端末、遠隔カンファレンスな
どについても審議され多様なサービスを展開していくこととしています。また、昨年から検討
を続けてきました公益法人への移行に関しては、定款の一部改正も含む許可行政庁である県へ
の申請が承認されたところであり、年内の認可に向けて準備を進めていくこととなります。

当日の様子

南 圏 公立刈田綜合病院
白石市福岡

　医事課　主幹兼情報係長　田中良次　様

　MMWIN 加入活動とその後の利活用に向けての取り組みについて、お話を伺いしました。

　                                                                      
〈刈田綜合病院での MMWIN 導入状況と活用
について〉
　眼科連携、透析連携と画像連携と段階的に
導入してきております。眼科連携に於いては、
アップロードされた他施設の眼科診療データ
を医師が MMWIN ビューアで閲覧し診療の
参考にされております。
　今後これらのシステムの運用により、複数
の医師による幅広い活用が可能になるとのこ
とでした。

〈MMWIN への要望〉
　他施設での活用事例や成功事例など活用状況を知りた
い。それを踏まえ当院の活用の参考にしていきたいとの
ことでした。

公立刈田綜合病院外観

受付の様子


