医療情報システム展示会

FUJITSU MEDICAL FAIR

in 札幌

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社製品及びサービスに格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、 FUJITSU MEDICAL FAIR in 札幌 と題しまして講演、セミナー及び医療システム展示会を開催いたします。
つきましてはご多用の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご来場賜りますようお願い申し上げます。
敬具
2019年 7月吉日
富士通株式会社 北海道支社

日時

2019年8月23日（金）13:00 ～ 18:30
【受付時間 13:00～17:00／展示デモ 13:00～18:30】

会 場 ANAクラウンプラザホテル札幌
札幌市中央区北3条西1-2-9

〔特別講演〕

17:00 ～ 18:00

展示会場 3階「鳳の間、孔雀の間」
講演会場 3階「祥雲の間」

祥雲の間（定員 120名）

『2020年度診療報酬改定の最新動向と今から取り組む備え』
講師：メディキャスト株式会社
厚生政策情報センター事業部 課長 山口 聡 氏
【要旨】
1.2020年度診療報酬改定に関する最新動向
2.地域医療構想・医師確保計画・働き方改革の三位一体改革を
踏まえた方向性
3.入院・外来・在宅、それぞれに見る注目ポイントと対応策

【講師プロフィール】
専門は医療政策、医療関連企業の営業戦略策定支援。製薬メーカーや医療専門商社といった医療関連企業での
営業人材の育成の一環で社員研修を数多く行っている。また、日本経営グループでは医療情報のシンクタンク・
アナリストの部門責任者として、医療関連情報を分析、収集、加工し社内のコンテンツ整備をつとめている。

〔セミナー１〕

14:00 ～ 14:30

祥雲の間（定員 100名）

『”つながる医療”をめざした富士通のヘルスケアビジネスへの取り組み』
富士通株式会社 部長（兼）エバンジェリスト

岩津 聖二

【概要】
コンピューター技術の進化はとどまることを知りません。
ヘルスケア分野でのICT化にいち早く取り組んできた富士通が、どのようなヘルスケアの未来を思い描
いているのかをご紹介いたします。

〔セミナー２〕

15:30 ～ 16:00

祥雲の間（定員 100名）

『ヘルスケア分野におけるAI技術活用への取り組み』
富士通株式会社 真田 英幸
【概要】
データの量・質の担保に向けては、データ収集やデータ利活用のための前処理等が重要なポイントと
なります。5年後、10年後、更なる未来における社会変容を見据え、①精密医療・個別化医療への
高度化、②未病・予防へのAI活用や創薬、③医薬品開発のデジタル化、④ヘルスケアAIの実装に
向けた知識データベース構築、等の取り組みについてご紹介させていただきます。
＜活用事例＞
・レセプト審査業務への適用
・病検査効率化に向けた取り組み

・検査画像報告書の見落とし防止に向けた取り組み
・類似症例検索事例の紹介
等

ミニセミナー 孔雀の間

★演習あり！★

『RPAハンズオンセミナー』

～RPAツール「ロボオペレータ」ご紹介～
富士通エフ・オー・エム株式会社/株式会社PFU

第1回目

13：30～14：10

定員 12名

第2回目

14：30～15：10

定員 12名

第3回目

15：30～16：10

定員 12名

※お申込は、下記WEBのみでの受付となります。定員になり次第、申込締切とさせていただきますのでご了承願います。

https://seminar.jp.fujitsu.com/public/seminar/view/8739
【概要】
事務処理や業務処理といった定型作業を自動化することにより、業務をサポートする動きが進んで
います。 本セミナーでは、簡単なデモンストレーションを交えて、実際にRPAツール「ロボオペレータ」を
操作いただきます。

〔展示システムのご紹介〕

展示・デモ 13：00 ～ 18：30

富士通主製品
品 名

出 展 概 要

<電子カルテシステム>
HOPE EGAMIN-GX

国内電子カルテシェアNo.1の経験と実績で培われたノウハウを結集した、大規模病院様向けの電子カルテシス
テムです。医療環境の変化やお客様の声を反映し、システムの陳腐化を防ぐ成長型のシステムです。

<電子カルテシステム>
HOPE LifeMark-MX

富士通のヘルスケアICT基盤「Healthcare Information Suite」の一翼を担う、中堅規模病院様向けの
電子カルテシステムです。利用者に使いやすいことはもちろん、リハビリ、手術、放射線部門や地域連携室など
様々な現場をサポートする機能を医療機関様ごとに選択いただくことが可能です。

<クラウド型電子カルテシステム>
HOPE CloudChart

初期費用を抑え、迅速に、高機能の電子カルテシステムを導入いただける、中堅規模病院様向けのクラウド型
電子カルテシステムです。

<電子カルテモバイルソリューション>
HOPE PocketChart
<患者向けスマートフォンアプリ>
HOPE LifeMark-コンシェルジュ
N
E
W

N
E
W

スマートデバイスにより場所を問わずにカルテの参照・記載、三点認証やバイタル入力ができるシステムです。写
真の取込みやNFCを活用したバイタル取り込み等、スマートデバイスの特性を活かした機能をご提供しております。

院内システムと連携し、Beaconによる自動受付や待合での診察順の通知や状況確認など患者様向けに
外来通院時の課題を解消する機能を提供するシステムです。

<電子カルテシステム>
PORTライブラリ

各診療科で実施される検査(自科検査)の結果を取り込み、管理するライブラリ(電子カルテシステムの一機能)
です。スキャナでの取込や結果の手入力などは紙運用、手運用で行われることが多く、簡易的に電子カルテに
結果を取り込むことにより、各科の電子カルテ診療を支援します。

<医事会計システム>
HOPE X-W V11

長年の病院システム構築を通じて蓄積したノウハウをもとに開発された、大規模病院様向けの最新鋭の医事
会計システムです。病院システムの中核として高い拡張性を有し、様々なニーズにお応えします。

<医事統計システム>
HOPE X-W 医事統計 V3

診療データと医事データのシームレスな活用を実現するために、診療DWHとデータ活用基盤を統合化した、
大規模病院様向けの医事統計システムです。
病院の経営状況の把握に役立つ標準帳票や、分析ツールを提供します。

<医事会計システム>
HOPE 債権管理

病院経営改善をレセプト収入の側から支援することを目的とし、診療行為の提供により発生した診療報酬請求
を請求先別に管理し、適正な請求書の出力と各種の分析・管理資料の作成を可能にします。

<医事会計システム>
未収金管理オプション

患者未収金管理、および督促管理を行うオプション製品です。
本製品により、督促状、催告書等の各種帳票を発行し未収金の早期回収、回収率向上が可能となります。
また、交渉の履歴、督促状・催告書など文書の送付履歴情報の一元管理が可能です。

<医事会計システム>
保険証読取オプション

患者登録時の保険証情報を読み取り、保存・反映を行うオプション製品です。また、OCR（光学文字情報）
読み取り機能を用いて、 画像データから文字認識した保険証情報を患者登録業務の保険情報登録画面に
自動展開することで、保険情報の誤入力を抑止します。

<DPC分析ツール>
HOPE DPCCompass

DPCと出来高の金額を様々な切り口で比較し、DPC包括評価での問題点や、改善点のヒントを見つけるため
の経営支援システムです。収益の傾向分析や原因分析を効率よく行うための機能をご提供します。

<電子カルテシステム>
eXChart

HOPE EGMAIN-GXのオプションで、文書作成、カルテ入力支援のシステムです。電子カルテ内のデータを自動
的に取り込み、より効率的なカルテ記載が可能になります。文書作成のワークフロー管理機能、記載データの
二次利用出力機能など搭載しておりカルテ記載から二次利用まで様々なシーンでご活用いただけます。また
NCDにも対応しており、NCDの症例報告書作成、管理を効率化できます。

〔展示システムのご紹介〕

展示・デモ 13：00 ～ 18：30

富士通主製品
品 名

出 展 概 要

<医事会計システム>
HOPE SX-S
N
E
W

経営の基盤となる保険請求だけでなく、患者さんの窓口となる医事課様のIT化を推進します。
レセプト電算、DPC対応で、中堅規模病院様の医療事務の基盤を強力にサポートします。

<院内インシデント管理>
HOPE SX-S
ヒヤリハット管理

病院内のインシデント情報の一元管理、報告状況の把握、データ抽出による報告書作成のサポート等、医療
安全関連業務をサポートする機能を、中堅規模病院様向け医事会計システム 「HOPE SX-S」のオプション
機能として、低価格でご提供いたします。

<地域医療ネットワーク／
地域包括ケアシステム>
HumanBridge EHRソリューション
HumanBridge SNS

人と人との架け橋となる地域医療ネットワークシステム 「HumanBridge EHRソリューション」により、 住民の健
康を見守る安心な社会の実現をサポート致します。モバイル端末を活用し、円滑な多職種間の情報共有を実
現する 「SNSツール」もご紹介します。

N
E
W

<働き方改革ソリューション>
HOPE ナーススケジューラ

看護職員の勤務表の作成、超過勤務管理、職員情報管理、教育管理に加え、電子カルテシステムとの管理
日誌連携、入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類（様式9）出力など、看護職員の日々の業務
をあらゆる面でサポートいたします。

N
E
W

<働き方改革ソリューション>
HOPE 院内情報WEB

HOPE 院内情報Webは、院内職員の情報共有の場を推進する、ネットワーク上で職員やグループのメンバー
同士が情報の共有、伝達、整理を行うためのコミュニケーションツール（グループウェアシステム）です。

N
E
W

<働き方改革ソリューション>
HOPE インシデントレポート

患者様への安全・安心な医療の提供、安全な職場環境を構築していくためには、インシデント、アクシデントに
対し、早急な対応・対策・改善に取り組むことが必要です。本システムは、レポート作成から承認までをスピーディ
に行うとともに、インシデントへの効果的な改善対策に向けて、傾向や要因を多方向から分析し、現場に潜む
問題点を浮き彫りにすることを支援します。

N
E
W

<働き方改革ソリューション>
オプション for DiNQL

オプション for DiNQLは、DiNQL事業に参加されている病院のDiNQLデータ入力業務負担を軽減し、データ
利活用の促進（看護の質改善活動）を目的としたシステムです。データの収集・集計の自動化、データ一括
登録用ファイルの提供によりデータ登録の負担を軽減いたします。

<文書管理システム>
Medoc

院内で使用されている紙文書・電子文書の全てを一元管理する事が可能なシステムです。文書単位に自動的
にタイムスタンフﾟと電子署名を付与することでスキャン後の紙文書の破棄が可能です。
またHOPE MEDI-Papyrusで作成した診断書についてもバーコードを付与した仕切紙と同時にスキャンする事
でタイムスタンプの付与が可能です。

<感染管理システム>
感染管理支援ライブラリ

感染管理に必要な情報を電子カルテシステムで一元管理できます。
また、感染管理に必要な情報を簡単作成し、院内の感染に関わる情報を素早く情報発信できます。

<物流システム>
単価ベンチマークサービス

医療材料の購入単価を他施設と比較し適正価格購入を支援するクラウドサービスです。

<業務革新サービス>
フィールド・イノベーション

「人」と「プロセス」と「ICT」を一体化した改善で、未来を変える。現場を"可視化"して、お客様とともに業務革新。
それが、富士通のフィールド・イノベーション（Field Innovation）。
フィールド・イノベーションを活用した「医療現場の働き方改革」の事例をご紹介します。

業務支援
出 展 社

品 名

出 展 概 要

アイ・ティ・エス㈱

<看護必要度入力システム＞
Need for Nursing Care

医事システムと連携し、重症度、医療・看護必要度に係る評価票作成を行い、報告資料や統計
資料の出力、また、データ提出加算について提出が必要なHファイルの作成も可能なシステムです。

〔展示システムのご紹介〕

展示・デモ 13：00 ～ 18：30

業務支援
出 展 社
アイ・ティ・エス㈱

㈱エイチ・アイ・ディ

品 名
N
E
W

<病歴管理室向け>
診療録管理システム

<インシデント報告分析支援ｼｽﾃﾑ>

CLIP

出 展 概 要
「診療録管理体制加算2」の施設基準を満たす為の機能に特化し、事務作業の効率化をサポート
いたします。疾病別の検索・抽出や加算申請時に必要な統計資料作成をシンプルかつスムーズに
行えるシステムです。
医療現場で発生した事故に対するインシデントレポートの作成から、分析・対策立案までの作業を
効果的にサポートするシステムです。インシデントレポートの作成や報告、集計・統計作業を効率化
するだけではなく、「ImSAFER」を用いた事例の詳細分析をパソコンの画面上で展開することができ
るシステムです。

㈱HDC

<医療相談・退院支援システム>
firstpass/community-link3

医療相談システムは、各種相談情報を一元管理しスタッフ間で情報共有することで、相談業務の
作業効率化と各種統計作成の事務作業負荷の軽減を支援します。
退院支援システムは、入退院支援加算を確実に算定するための進捗管理や、多職種での情報
共有を行うシステムとなります。

ニッセイ情報
テクノロジー㈱

<電子レセプトデータ分析システム>
EMITAS-H

レセプトデータを使用して経営情報や地域医療構想対策などが、簡単に分析可能です。
現在の経営状況だけでなく、将来の経営予測も可視化して病院運営の改善と体制再編をサポー
トいたします。

ニッセイ情報
テクノロジー㈱
富士通㈱

<診断書作成管理システム>
HOPE MEDI-Papyrus

生命保険会社の診断書や公的な意見書・報告書など様々な書類を簡単に作成できます。
医師や事務職員の働き方改革にも役立ちます。

<病床管理業務支援システム>
MEDI-SINUS

病院全体の病床をマップ化、転棟・退院調整に必要な情報を一元管理・共有化により、これから
の病床管理業務を強力に支援します。

<動画マニュアル作成システム>
OTRS
(Operation Time Research
Software）

現場における作業の効率化や業務改善をすすめるソフトウェアです。
作業を映像で分析し、作業の効率化を図ります。また、分析した結果から動画マニュアルや作業
手順書を作成するなど、現場作業の標準化、効率化を可能にします。

<マニュアル作成システム>
iTutor
富士通
エフオーエム㈱

システムの操作方法や、作業手順をマニュアル化するには、パワーが必要です。
iTutorなら、下記の３つのステップで効率的に様々なマニュアル作成が可能です。
1.取込（PCの操作、動画、音声、パワーポイントデータなど）⇒2.編集（直感的な操作で、
らくらく編集）⇒3.出力（ボタン１つで文章や動画コンテンツに！）

<ダイバーシティ・コミュニケーション>
LiveTalk

発話者の発言を音声認識し、即座に翻訳・テキスト変換することで、発言内容を複数端末にリア
ルタイムで翻訳・テキスト表示するダイバーシティ・コミュニケーションツールです。聴覚障がい者との
コミュニケーションやグローバル活動の支援ツールとしてご利用いただけます。

<FUJITSU AIソリューション>
ロボットAIプラットフォーム

様々な端末、お客様システムをつなぐ “サービスプラットフォーム”と端末として、ユニロボット社製
「Unibo」と連携した環境でご紹介します。
自然対話、感情認識、個人認識の機能を持ち、多彩で豊かなコミュニケーションを実現します。

<リハビリシステム>
タックリハビリテーション支援システム

リハビリテーションに携わる療法士様の事務作業を軽減するシステムです。療法士様のスケジュール
管理や実施管理・算定項目チェックなど優れた機能にて、療法士様の業務を強力にサポートいた
します。

<健診システム>
タック健診システム

健診機関様にて採用実績トップクラスのタックより、見積もり業務から請求業務まで、あらゆる業務
をトータルサポートする最適システムをご提案いたします。

タック㈱

インフォコム㈱

<医療機関向け就業管理システム>
CWS

医療機関向けに特化した出退勤管理システム。在院時間の把握、時間外労働の上限の把握、
年次休の取得義務化をサポートいたします。2024年から開始となる医師の労働時間の上限規制
にも対応します。

〔展示システムのご紹介〕

展示・デモ 13：00 ～ 18：３0

業務支援
出 展 社

品 名

インフォコム㈱

<診断書作成支援システム>
Medi-UNITE

医師の働き方改革におけるタスクシフティングを進める診断書作成支援システムです。医師事務
補助による文書の下書きや、過去文書の流用作成などの機能を提供します。生命保険協会が
認定する『診断書機械化印字ソフト』です。

<データウェアハウスシステム>
JUST DWH

ATOK/医学辞書で培った技術を、医療２次データ利用に応用した「医療向けデータウェアハウス」。
全国の病院様に導入進行中の「JUST DWH」をメインに展示・紹介させていただきます。
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出 展 概 要

院内設備
出 展 社

品 名

出 展 概 要

富士通㈱

N <ハイビジョンテレビ会議システム>
Cisco TelePresence
E
Video DX80
W

業界最高クラスの高画質、高機能を用途に合わせて、ご提供します。
タッチパネル対応により、マニュアルがなくても誰でも簡単に操作できます。
スマートフォン、タブレットとの連携機能により、様々な場所から、ビジュアルコミュニケーションを行う
ことができます。

富士通㈱
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<Web会議システム>
Cisco Webex Meetings

クラウド型のWeb会議サービスです。音声、ビデオによるコミュニケーションや、多彩な資料共有機能
を持ち、モバイルやグローバルなど様々な環境から利用でき、効果的・効率的なコラボレーションを
実現します。

富士通㈱
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<翻訳サービス>
arrows hello

<診察案内システム>
MediTrend
<診察案内システム>
患者呼出システム
（モバイル呼出システム/ SNS対応)
富士通
フロンテック㈱
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<入退室管理システム>
手のひら静脈認証入退室装置
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<IoT>
温湿度管理ソリューション
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小林クリエイト㈱
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お互いの言語が話せなくても、まるで通訳がいるかのようにスムーズに翻訳し、会話ができる“マルチ
通訳機”です。
arrowsならではの「使いやすさ」「安心」にこだわり、あなたと世界をつなげます。
外来患者さんの来院から病院を離れるまでに必要な院内の様々な情報を表示盤で提供し、
患者様のスムーズな誘導、診療業務の効率UP、快適な待合環境を実現します。
患者様のメールアドレスへ診察順番が近づいた際にメールを送信し、診察案内をするシステムです。
患者様に待ち時間を自由にお過ごしいただけます。ＳＮＳを利用したサービスもラインナップに加え
更なる患者サービス向上を実現します。
サーバ室や薬剤庫など様々な施設の入退室に容易に適応でき、確実な本人認証により高度な
セキュリティを実現します。
・手のひらをかざすだけで認証可能
・ICカード・鍵・パスワードのように紛失や漏えいリスクがなく運用負担軽減
・非接触のため衛生面も安心でどなたでも抵抗感なく利用可能
医薬品などの保管庫の温度を自動で記録、クラウドで一括管理します。
・万が一の温度範囲逸脱を事前のアラームで回避することが可能です。
・既存の保管庫にも簡単に後付けが可能です。

<モジュール式UPS>
SymmetraPX

日頃お使いのSmart UPSを集約して1台のUPSで運用、管理するモジュール式UPSのご案内
です。Smart UPSでの構築と併せて参考にしてみてください。北海道内の病院様での採用実績
もございます。

<患者案内システム>
HOSPISION

『患者サービス向上』と『外来業務効率化』を追求した様々なソリューションで、貴院の待ち時間の
質を高め、最適な外来を提供いたします。

<プリンタ>
オンデマンドステルス印刷

可視光線を透過する「ステルストナー」を開発しました。
通常のフルカラー画像と「目に見えない情報」を同時に印刷します。

〔展示システムのご紹介〕

展示・デモ 13：00 ～ 18：30

院内設備
出 展 社

品 名
<リストバンドプリンタ>
ip-226

出 展 概 要
実績No.1のリストバンドプリンタです。患者さまの安心・安全をサポートいたします。

小林クリエイト㈱
<バーコードリーダ>
各社バーコードリーダ

<入院患者向けタブレット>
EUCALIA TOUCH

都築電気㈱

㈱富士通
マーケティング
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<外来待受表示盤>
ChaMEO
メディカルガイド

3点認証業務に欠かせないバーコードリーダの各社最新機種を取り揃えました。

ベッドサイドで使用する医療従事者向けタブレット型業務端末です。ピクトグラム、禁忌アレルギー
情報等を表示する事でヒューマンエラーを防止し、電子カルテシステムと連携し、必要な情報を参
照記録する事ができます。
病院の患者様向けに診察・会計待ち順番の案内や院内の各種情報のデジタルサイネージ（電子
看板）化を提供するシステムです。従来の待受表示盤システムと比較して低コスト、導入期間の
短縮、メンテナンス性の向上を実現します。

New! 「eXChart」デモブースのご案内
★大規模病院向け★

ブース番号【４】
富士通株式会社

※ HOPE EGMAIN-GXのオプション製品です

HOPE EGAMAIN-GXのオプション機能のeXChartを導入したけどまだ使いこなせていない？！
これから導入を検討したい！まずは何ができるのか体感したい！など、どなたでもご参加いただけます。
展示ブースにて実際にデモ機を使用し、開発元SEによる、きめ細かいサポートで“次世代チーム医療”
を体験いただけます。
＜ご紹介予定機能＞
・eXChart標準機能（書式作成など）
・ワークフロー機能 （利用シーン：退院調整・リハビリ実施計画など）
・NCD対応
（煩雑かつ膨大な業務量を効率化します！）

今年の粗品です！⇒
（数量限定）

等

会場のご案内
■ANAクラウンプラザホテル札幌
展示会場
：3階「鳳の間」
「孔雀の間」
講演・セミナー会場：3階「祥雲の間」
札幌市中央区北3条西1‐２‐9
TEL：011-221-4411

ANAクラウンプラザ
ホテル札幌

☆アクセス方法
・ＪＲ札幌駅下車
→ 札幌駅南口より 徒歩7分
・地下鉄南北線／東豊線さっぽろ駅下車
→ 21番出口より 徒歩1分
☆駐車場のご案内
ホテルの地下2、3階の駐車場をご利用ください。
高さ1.9m以上のお車はご利用いただけません。

お問い合わせ
富士通株式会社 北海道支社 ヘルスケア営業部
担当：東山・松谷
TEL：011-210-5181／FAX：011-251-6420

展示システム（一部ご紹介）

「arrows hello」
オフラインでも3言語対応です。
（日本語・英語・中国語）

実機をお試し下さい‼

「unibo」

「EUCALIA TOUCH」

院内のご案内に対応します。

働き方改革にも貢献します。
電子化ピクトグラムで情報
共有はいかがでしょうか。

