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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

他施設紐づけについて説明を行いました。紐づけ患者の拡大を進
めるには良い方法ではないかのことで、社内で方向性を検討して
頂くことになりました。

トミザワ薬局　……
　　　  本社様

11/16

患者さん用のツールを一式お届けしました。はまなすの丘様　…11/22

東北大学病院の患者さんの紐付けを実施して、しばらくシステムを
使用していないとのことなので、日程調整の上、カード作成及び
操作説明を行うことになりました。

登米診療所様　……11/9

他施設紐づけ依頼にて訪問しました。病院としては MMWIN で紐
づけは OK の方向で考えているそうなので、再度検討して FAX を
頂くことになりました。

東北労災病院様　…11/9

川崎町のユーザーズミーティングの打ち合わせを行いました。その
他、他施設紐づけを依頼しました。

川崎こころ病院様…11/9

院長先生と面会をし、東北大学病院からの紐付けと、操作説明を
行いました。

おおがわら　　……
　　　皮膚科様

11/1

町民だよりへの掲載、又は年 4 回発行している病院広報への掲載
等をご相談しました。院内でご相談して頂けることになりました。

南三陸病院様　……10/27

透析文書連携システムの打ち合わせを行いました。職員 I C カード
の発行依頼を受けました。

公立刈田　　………
　綜合病院様

10/27

院長先生に、他施設紐付けについて書類を持参して相談しました。
件数も少なく、大事なことなので、まずは自院でやってみて、件数
が増えてきたり、手間がかかるようになればお願いするとのことで
ご了承を頂きました。

青葉通り　　………
クリニック様

11/10

他施設紐づけについて説明を行いました。MMWINで紐づけはOKと
の返答を頂き、紐づけした患者は必ず報告して欲しいとのことです。

泉パークタウン……
　クリニック様

11/11

　画像アンケートの回収、他施設ひも付けの承諾書の依頼・回収中です。ご協力の程、よろしく
お願いいたします。また、現在も、平成 28 年度の新規参加施設募集を引き続き行っております
ので、連携施設等、訪問依頼がございましたら、是非事務局までご一報ください。
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「ひも付け」 MMWIN
健康共通ID

MMWIN健康共通ID

自施設のローカルID
（診察券番号など）
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いいえ
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ひも付け完了

いいえ 不同意

施設Ａ
（情報提供施設）

施設B

参加施設の連携手続きを進めましょう

参照する手順
患者さんが通院・利用している情報提供施設 A の情報を、他の
施設 B の使用者がMMWIN参照システムを用いて参照する
手順は以下のとおりです。

来院・来所した患者さん等が提示する MMWIN の健康共通
IDと自施設 I D の『ひも付け』を行うことで情報の参照や共
有が可能となります。

通院

情報閲覧希望

通院

患者さん

患者さんの共通 I D と施設Bの
ID がひも付いているか？

患者さんの共通 I D と施設Aの
ID がひも付いているか？

施設 A の情報を
施設 B が閲覧できます

患者さんの共通IDと施設Bの
ID をひも付ける

MMWIN事務局にひも付けを
依頼する。
（MMWIN事務局で施設Aが
 他施設ひも付けに承諾して
 いるかを調べる）

MMWIN事務局で
　　　ひも付けをする。

MMWIN 事務局より
施設 A に患者さんの
ひも付けを依頼する

START!

GOAL!

他施設ひも付けとは
　システムの利活用の促進を目的として、患者さんのひも付けを MMWIN事務局が代行、または他施設でもひも付け
を行うことです。参加施設様ごとに、ご意向を確認し、ひも付けに関する情報を各施設様ごとにシステムに反映させて
おります。参加施設様に同意を頂く点は下記三点となっております。

　・貴施設の『ひも付け』を、他施設が行うことを許容して頂けるか。
　・貴施設の『ひも付け』を、MMWIN 事務局が行うことを許容して頂けるか。
　・貴施設において、他施設の『ひも付け』をして頂けるか。

　今後は、ひも付けを促進するため、患者さんの加入時に、通院先とそのローカル ID を教えて頂き、その相手方施設
にご了承頂ける場合は、MMWIN 事務局でのひも付けを行うこととしております。

（MMWIN参照システムで施設
  Aのデータが参照出来なければ  
 ひも付けされていません）

情報参照のために



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

ステム（アップローダー）構築を可能とすることで、県内に約 100 施設ある眼科診療所様がMMWIN を活
用した眼科連携システムに参加できるようにすることです。当日は８社 20 名にご参加頂きました。
　説明会では、東北大学病院眼科教授中澤先生、同眼科講師丸山先生、かとう眼科医院加藤先生にご挨拶頂き、
各ベンダー様にも先生方のMMWIN 眼科連携システムに対する熱い期待が伝わったと思います。各ベンダー
からもバックアップシステム（アップローダー）構築に対し、前向きに取り組んで頂けるとのご意見を頂き
ました。今後は各ベンダー様と協力し、バックアップシステム（アップローダー）構築に向け詳細を検討し、
具体的にすすめていく予定です。

　11 月 24 日（木）に、石巻グランドホテルにて、石巻地域医療連携講演会を開催致しました。やもと内科
クリニック院長 佐藤和生先生より『MMWINの今までの活動と今後の利活用について』、東北公済病院薬局長
中村浩規先生より『病薬連携における地域連携システムの活用について』をご講演いただきました。
　出席者は医師 4名、病院薬剤師 11名、調剤薬局薬剤師24 名、看護師 1名、その他（事務職）3 名の合計
43 名となりました。多数のご参加、まことにありがとうございました。

　2016 年 11 月 4 日（金）に、TKP 京都四条烏丸カンファ
レンスセンターにて、眼科連携システム仕様説明会を開催
致しました。眼科連携システムは眼科特有の視野検査等の
診療情報を病院、診療所間で共有することにより、患者さ
んの治療計画策定にメリットがある仕組みです。
　仕様説明会の目的は、多くの眼科電子カルテベンダー様
や眼科電子ファイリングベンダー様からもバックアップシ

　11 月 20 日（日）に、勝山館にて、第 5 回 宮城県地域
医療学会『ここまで来た地域医療構想、地域包括ケアシス
テム』に参加致しました。当日はブースを設置し、MMWIN
の取り組みをご紹介しました。

　以前よりお知らせしておりますが、MMWIN通信を郵送の他に、各施設の
MMWIN使用者に直接メールで送付しております。また、ユーザーズミーティ
ング開催のお知らせ等も送付致しますので、貴施設のMMWIN 端末使用者の
方のメールアドレスを何件でも構いませんので、可能な範囲でお知らせくだ
さい。施設名をご記入の上、返信先は『　　　　　　　　　  』までお願い
致します。既にご連絡くださった施設様のアドレスは登録しておりますので、
直接配信を開始しております。ご登録、誠にありがとうございました。
　合わせて、ホームページにて、MMWIN通信のバックナンバーを公開して
おります。是非、ご覧ください。

眼科連携システム仕様説明会を開催しました眼科連携システム仕様説明会を開催しました

MMWIN使用者のメールアドレスご登録のお願いMMWIN使用者のメールアドレスご登録のお願い

平成28年度 臨時社員総会を開催します平成28年度 臨時社員総会を開催します
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今後のユーザーズミーティングや関連行事等の
お知らせですお 知 ら せ

【日時】12 月 14 日（水）午後 6時 30 分～午後 8時 00 分
【場所】みやぎ県南中核病院「大会議室」（宮城県柴田郡大河原町字西 38-1）

　メールでもご案内させて頂いておりますが、この度「第１回県南地区MMWINユーザーズミーティング」を
開催することとなりました。なお、準備の都合上、ご出席の場合は 12/9 (金) までにご連絡をお願い申し上
げます。先に送付しております FAX 送信票、もしくはメール (　　　　　　　　　　) でのご連絡でも結
構でございます。皆さまのご参加をお待ちしております。何卒宜しくお願い申し上げます。

第１回 県南地区 MMWINユーザーズミーティングを開催します第１回 県南地区 MMWINユーザーズミーティングを開催します

21,667

17,756

15,302

13,097

19,58919,589

　紐づけ患者数が順調に増加しております。今後ともよろしくお願い致します。

石巻地域医療連携講演会を開催しました石巻地域医療連携講演会を開催しました

第5回 宮城県地域医療学会に参加しました第5回 宮城県地域医療学会に参加しました

【日時】12 月 19 日（月）午後 5時 30 分より受付開始　午後６時 30 分開始
【場所】宮城県医師会館 2F 大手町ホール（仙台市青葉区大手町 1-5）

　先日、開催案内と議案書を各法人、施設様に発送させて頂きました。お手数でございますが御出席の有無
を同封の FAX 返信用紙にて 12 月 5 日（月）までにお知らせくださいますようお願い申し上げます。なお、
ご欠席の場合、委任状もご記入の上、事務局まで FAX をお願い申し上げます。
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