
総合受付で、カルテを出してもらう。このとき
「MMWIN」の指示棒があれば、MMWIN 説明
担当職員が会計待ちの間に説明を行う

加入に同意すればその場で加入申し込み書を
書いてもらう。
家に帰って相談してきてもらうのでもよい。

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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ご参加ありがとう
ございました！

ご参加ありがとう
ございました！

®

参加施設の状況やご意見を紹介し、
顔の見える連携の一助にしたいと思います。
訪問・掲載希望がありましたらご一報ください。施 設 紹 介
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　広南病院 医事課の佐藤様に、院内でのMMWIN 運用フローを伺いました。

　患者さんの加入受付をしていると、なかには付き添いの家族が興味を示し、加入を希望するケースもござ
います。他の患者さんが何をしているのか興味津々で見ている方も多く、外来患者が数多くいる午前中だけ
でも専用のブースなりコーナーを作り、担当者が常駐すれば、ポスターよりも宣伝効果は大きいと考えてい
ます。また、他院で加入した患者さんに、総合受付でMMWIN ID カードを提示してもらうために、待合室
のポスターや受付の縦看板などで提示を促す案内をしております。限られた人数での対応ですが、今現在、
出来る範囲の中で最大限のことをしたい、しようと考え対応している状況ですといった力強いご意見も頂き
ました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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　血液透析をおこなっている石巻市の石巻クリニックセンター斎田部長
に伺いました。
　院内での取り組み方法としては、患者さんの透析中などにスタッフが
石巻赤十字病院への通院歴がある患者さんを中心に、MMWIN について
の概要をご説明しています。後日、MMWIN スタッフが訪問し、患者さ
んに詳細の説明と、加入申し込みへのサポートをおこなうスタイルを取
っています。MMWIN スタッフのサポート中に、院内のスタッフも同席
して、説明の流れや対応の仕方について、参考にすることにしています。
こういった取り組みをしているので、順次、院内スタッフで詳細説明・
加入申し込みができるよう、ステップアップする予定です。

　現在、患者さんの加入申し込みが20名を超えており、順調に加入患者
数の増加にご協力頂いております。今後ともよろしくお願い申し上げます。

声をかけた患者さんの
カルテに「MMWIN」
の指示棒をたてる

医師よりMMWINの声がけ
『よかったら加入してください』と
パンフレットを手渡し（所要5～10秒）

脳神経外科外来看護師・
事務クラークのもとで
次回の予約をおこなう
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平成27年度 定時社員総会を開催しました

　7月 28日 ( 火 )、『平成 27年度 定時社員総会』を仙台市内のホテル白萩で開催致しました。多数の社員の皆様に
ご参加いただき、平成 26年度の事業報告及び決算報告、平成 27年度の事業計画案、収支予算案などが承認されました。
システム利用料金の追加項目の新設についての質疑応答等もあり、また、理事・監事の解任及び選任も行われ、理事
についてはこれまでの 11名より 2名増えて 13名となりました。

【新役員一覧（敬称略）】

会場：ホテル白萩

当日の様子

嘉数理事長のご挨拶

青木事務局長より事業報告



　東北大学病院での加入患者数が 1,500 名を超えました。（8/21 時点）他参加施設にも患者加入推進
活動を横展開し、患者の加入紐づけ拡大に取り組みたいと思います。

①患者さんの情報が表示されます
②患者さんがかかっている施設が表示さ
　れます
③看護師のメモとして、他の連携施設に
　情報発信 ( 公開 ) できます
④メモの入力画面です。タイトル・内容を
　テキスト入力します
　（PDF 文書や、JPEG 画像などのファイ
　ル添付も可能です）
⑤検査データがグラフで表示されます

ト ピ ッ ク ス MMWIN の旬な話題をお届けします。 データで見るMMWIN の稼働状況です。稼 働 状 況

JCHO 仙台病院様
栗原中央病院様

………文書連携システムの導入を行いました。

…………運用についての打ち合わせを行いました。

ユーザーズミーティングや施設訪問の記録です。
※全ての施設ではなく、抜粋して掲載しています訪 問 記 録

実際に寄せられた
生の声をお届けします。患 者 さ ん の 声

MMWIN システムの機能をご紹介します。
ぜひお役立てください！機 能 紹 介

7/22

みやぎ県南中核病院様7/30

仙台医療センター様 ……運用についての打ち合わせを行いました。8/13

…運用についての打ち合わせを行いました。加入登録を進めたいが、
　職員でまだ MMWIN が浸透していない。院内フロー、職員向けの
　フロー等を作成してもらえないか、患者への説明にはビデオを用
　いたい等、具体的なご意見をいただきました。 
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バックアップ
データ患者数

紐づけ患者数

接続確認済施設数
バックアップ稼動施設数

稼動施設割合

病院 診療所 保険薬局 介護福祉施設 合計

1,850,523
1,852,814
1,854,003

88,304
88,961
89,691

555,279
561,178
565,873

10,099
10,099
10,099

2,504,205
2,513,052
2,519,666

4,360
4,515
4,656

1,339
1,359
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316
323
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117
117
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6,132
6,314
6,470

66
16
24%
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52
44%
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95%

103
38
37%
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281
60%

データ推移

（単位：人）

（単位：人）

総務省 西銘総務副大臣が視察にいらっしゃいました総務省 西銘総務副大臣が視察にいらっしゃいました

　7月 29日 ( 水 )、総務省・西銘副大臣が東北地域の復興の現状を把握する
為に石巻市を訪れ、被災地域の状況及び ICT関係復興事業を視察されました。
ＭＭＷＩＮ関連の視察では、石巻市立病院開成仮診療所にて、石巻赤十字病
院との遠隔カンファレンスの模様を含めたシステム活用の様子を視察いただ
くとともに、視察後、冨永ＭＭＷＩＮ副理事長他と事業の将来構想などを懇談
されました。

　他施設と情報連携をするために、各施設で
行っ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。時系
列やカレンダー形式で表示されますので、一
目で経緯を俯瞰することができます。

　最近、ＩDカードを参加施設で提出したが、対応が出来なかったという報告を患者さんより頂いております。
　東北大学病院での加入者数も、１週間で 100名を超える状況になっていますので、大学病院が各地域に与える影響
力は、大きいものと感じられます。各参加施設におかれましては、ＩDカード呈示を促し、呈示後の流れを明確にした
院内フローの構築を、是非お願いいたします。 別紙にて改めてお知らせしておりますので、参加施設の皆さまのご協
力のほど、よろしくお願い申し上げます。

出典：総務省ホームページ
（http://www.soumu.go.jp/photo_gal lery/02koho03_03001150.html）

東北大学 冨永教授、開成仮診療所 長所長
から説明を受ける西銘総務副大臣

母親の物忘れが顕著になって来たので、息子の自分が心配で加入しました。

難病で、将来介護施設のお世話になるかもしれないので加入したいです。

子どもでも加入できることを知って加入しました。（母親の自分は加入済み）

診療情報参照システム（診療情報連携基盤）
【カレンダー表示のご紹介】①

③

④ ⑤

②


