
   昨今では病院様単独での電子カルテ利用に加え、地域連携など医療機関様を取り巻く環境はめまぐるしく変化しております。 
  弊社はシステムベンダーとして、これらの変化に迅速に対応し、病院様の情報システム構築をトータルサポートしております。 
  本セミナーでは、2020年度の診療報酬改定の方向性及び電子カルテシステムなどの病院情報システムの導入をご検討中、 
  また既にシステムが稼働されている病院様にお役立ち情報をお届けいたします。 
  ご多忙中の折とは存じますが、奮ってご参加下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。                                                              

 2019年11月2８日(木) START12:00   END17:30 開催日時 

TKP大宮ビジネスセンター 2階 ホール1 会  場 

55名 ※誠に申し訳ございませんが、定員になり次第、受付を終了させて頂きます。  定  員 

厚働省によれば、2017年度に労基署による監督指導の対象となった事業場のうち、45.1％の事業場で違法な時間外労働が 
確認され、是正・改善に向けた指導を行ったとのことです。 
また、2019年度の東京労働局行政運営方針では、医療従事者の働き方改革の推進が、重点対策の一つに挙げられています。 
これらに加え、働き方改革関連法の施行やいわゆる「かとく」の組織強化も相俟って労基署の医療機関に対する臨検監督等も、 
より厳しいものとなると考えられます。本セミナーでは、労基署対応において会社が把握すべき事項を、労働訴訟などを数多く手掛ける
使用者側の弁護士が、わかりやすく解説致します。 
 

講師：多湖・岩田・田村法律事務所    弁護士 井上 紗和子 氏 

2020年診療報酬改定に向けいよいよ第二ラウンドに突入し個別項目の議論に入ってきました。 
「全世代型社会保障」の実現や医師をはじめとした医療従事者の働き方改革などを柱とした検討に入るとされております。 
具体的にはかかりつけ医機能の評価や地域により異なる状況を踏まえた病床機能の分化･連携の推進、外来医療の機能分化･強化、
残薬･重複投薬･ポリファーマシーへの対応があります。セミナー当日時点での方向性についてお話させて頂きます。 
 
 
 

講師：日本事務器株式会社  チーフコンサルタント    富所 聡 

【Googleカレンダーご利用のお客様へ】 
 
右のQRコードからGoogleカレンダーに 
仮予定として登録できます。 
 
 

主催:       

埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26 富士ソフトビル 



セミナー    13:05  ～ 16:35（2部構成)  

展示会     12:00 ～ 17:30 

       （セミナー講演中はご覧頂けません） 

日    時 

場    所 

TKP大宮ビジネスセンター 

      2階 ホール1 

2019年11月28日（木） 別紙 参加申込書をFAX送信していただくか、 

弊社担当へお渡し願います。 

Webからもお申込可能です。 

お 申 込 方 法 

日本事務器株式会社 関東信越支社 

 住所：埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 

 TEL： 050-3000-1630 

 FAX：048-641-7949 

 担当：ソリューション営業部  木村・村上 

お 問 合 せ 

Ｗｅｂ での 

お申し込みはこちらへ http://www.njc.co.jp/event/ 

ＮＪＣセミナー 検 索 

ご案内のタイミングによってはセミナー情報が掲載されていない場合がございます。 
その際はＦＡＸにてお申込みください。 

アクセス ： 大宮駅 東口から徒歩4分  
      ・JR各線・東武アーバンパークライン 
      ・埼玉新都市交通（ニューシャトル） 

時    間 （セミナー会場） （システム展示会場） 

 12：00～ 
受付開始 

（システム展示会場にて病院情報システムを 

ご覧いただくことができます） 

システム展示会場は、セミナー会場内に 

御用意しております。情報収集の場 

として、ご自由にご覧ください。 
 

   （セミナー講演中はご覧頂けません。） 

 13:05 

   ～14:35 
セミナー第一部 

 15:05 

   ～16:35 
セミナー第二部 

 17:30 システム展示終了 

ス ケ ジ ュ ー ル 

住所：埼玉県さいたま市大宮区仲町 

     2-26 富士ソフトビル 



病院情報システム展示一覧 

電子カルテ/オーダリングシステム 

  日本電気㈱ 
㈱シーエスアイ 

㈱ライブワークス 

精神科病院向け電子カルテシステム 

●最新バージョンの電子カルテ/オーダリングシステムです。 
●「人の人生に寄り添うカルテ」として医療・介護・福祉・保健のすべての 
 領域（All Zone）を網羅。 
●医療施設だけではなく、介護施設等と連携をより強化し、同一法人グループ 
 に対し、トータルソリューションの提供を推進します。 
●蓄積データ量に影響しない安定したレスポンスを実現。インフラ・使用部品 
 などを根底から見直し、さらなるレスポンスアップを目指します。 

●患者様の心を診療対象とする精神科病院様向けに開発されたWeb型の電子 
 カルテ/オーダリングシステムです。 
●シンプルな画面と簡単な操作によりパソコンに不慣れなスタッフにも使い 
 やすいシステムとなっています。 
●精神科チーム医療の支援、精神科病院における多様な文書作成、管理支援、 
 デイケア、ＯＴ、小遣い管理、ＰＳＷ支援、ＥＣＴオーダーなど、精神科 
 病院様向けに特化した電子カルテシステムです。 

●最新バージョンの医療事務システムです。 
 MAPSシリーズ＋IBARSシリーズは全国1,500を超える医療機関で稼動実績の 
 ある、医事業務をリードするシステムです。 
●レセプトオンライン時代に対応した経営基盤を支えるシステムです。 
●診療行為間の関連チェックを実現し、算定漏れ・コメント漏れのチェック機能 
 による業務改善を支援します。 

●展示システムは都合により変更の場合がございます。 

医療事務システム 

日本事務器㈱ 

●レセプト審査機関のコンピュータチェック強化により、ますます院内の 
 レセプト点検の重要性が増していく中「精度の高いレセプトチェックを、 
 いかに人的負担に頼らずに実現するか」は医療機関経営と現場にとって 
 大きなポイントとなります。 
 べてらん君は抜群のチェックスピードと、スタッフの目視ストレスを軽減する 
 アナログ的インターフェイスで業務効率化と適正な収入の確保を 
 サポートいたします。 

レセプトチェックシステム 

日立ヘルスケアシステムズ㈱ 

べてらん君コラボ 

働き方改革関連法対策はこれ！ 
勤怠管理システム 

●32年以上におよぶ就業管理・勤怠管理のノウハウを結集。システムの導入実績は  
 9,300社（2019年9月現在）を誇ります。 
●市販の給与計算ソフトとの連動も非常にスムーズです。 
●過重労働等ストレスのもとになる残業時間を抑止。予防アラート通知機能で、 
 労働衛生安全にも配慮します。 
●「ユーザー計算式機能」など、通常はオプションとなることが多いカスタム性の 
 高い機能も標準で装備しています。 
●有休管理のアラートで取得漏れを事前に把握することが可能！ 
 

ピー・シー・エー㈱ 
クロノス㈱ 

㈱NTTデータセキスイシステムズ 

元祖 様式９！ 
シフト管理システム 

●看護配置基準や就業規則などのルール厳守 
●AI（人工知能機能）技術と入力補助機能でシフト表作成をトータルサポート 
●月間の休日数、月間の夜勤回数、連続出勤などの労務規則遵守と公平性の確保 
●様式９ドットコム公開中の様式９自動計算付Excel表を簡単作成 
●スマートデバイスアプリ「milQ」でシフトに関わるコミュニケーションを円滑に 

㈱ライブワークス 

療養病院向け電子カルテ ●療養型医療施設の医療に最適な機能を備えた療養型医療施設向け 
 電子カルテシステムです。 
●利用者が必要とする情報・機能を１つの画面に集約しており、 
 利用経験の浅いスタッフでも直感的に操作が出来るシステムです。 
●診療録、患者への治療計画・評価などの情報も共有でき、様々な機能で 
 担当患者の多い医師、看護師をバックアップします。 



■該当項目の□にレ印をご記入下さい。 

 □ セミナーご参加   □ 第一部   ／  □ 第二部         

 

 

  

  

     

    

        

        

日本事務器株式会社 関東信越支社 セミナー事務局 木村・村上行き         

  ★FAX：（０４８）６４１－７９４９★ 参加費無料 

2020年度診療報酬改定4ヶ月前セミナー&病院情報システム展示会 

ご所属 

 2019年11月28日(木) START12:00  END17:30 開催日時 

（ ） 

□承諾する   □承諾しない 

       年     月     日 

承諾者氏名              

お客様の個人情報について【重要】 

貴院名 

ご住所 〒 

ＴＥＬ （ ） ＦＡＸ 

ご所属 

□電子カルテシステム 
□精神科病院向け電子カルテシステム 
□医療事務システム 
□医療データウェアハウス 
□介護保険業務支援システム 
□ヘルスケア情報連携サービス 
□地域医療連携ネットワークサービス 

□診療情報管理ソリューション 
□薬剤情報管理ソリューション 
□医療画像クラウドサービス 
□勤務表作成支援システム 
□勤怠管理システム 
□リハビリ業務支援システム 
□自動再来受付システム 

現在の院内システムに対して検討事項・課題等があればお聞かせください。 

（  ） 

お名前 

ご所属 

ご所属 

お名前 

お名前 

お名前 

ご興味のあるシステムにレ印をお願いします 

別紙の『個人情報の取扱いに関するご案内』をご確認の上、個人情報を 
利用させていただくことに対するご承諾をお願いいたします。尚、ご承諾 
がいただけない場合は、当社がご提供するサービスを受けられない場合 
がございますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。 
・取得した個人情報の当社における利用範囲：日本事務器株式会社 営業本部 
・個人情報の部店責任者：営業統括部 営業統括部長 
                          （連絡先 TEL050-3066-5529） 

関東信越支社  ソリューション営業部 担当：木村・村上 

 TEL：050-3000-1630    FAX：048-641-7949 

□□ セミナーに関するお問合せ □□ 
埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル7F  

申込締切日 
 2019年11月27日（水） 



当社は、ご本人からご提供いただいた個人情報（「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報に加え、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 
る法律」で定められた特定個人情報を含みます。以下、同様です。）を、当社の事業であるトータルソリューションサービス（コンサルティング／情報システム開発／情報システ 
ムの運用と保守）を行うために、次の利用目的に限定して合理的に必要な範囲で利用します。 
尚、当社の個人情報保護方針につきましては、当社ウェブサイト https://www.njc.co.jp/policy をご確認ください。 
 
■ 個人情報の利用目的 
    １．お客様に関する個人情報 
       a) ビフォアサービス・アフターサービス・催事（セミナー・展示会・ 
         お客様感謝会・教育等）などのご案内 
       b) 書類・物品などの送付 
       c) 各種ご請求 
       d) 情報発信および当社からのご依頼（メールマガジン等の配信・アン 
         ケート調査等の実施） 
       e) お客様の与信判断 
       f) お問い合わせに対するご回答 
       g) 製品・サービスの改良及び改善のため 
       h) 当社の商品・サービスの運用及び保守のご提供のため 
       i) コールセンター業務における通話内容確認およびお客様対応の品質 
         向上   
    ２．お取引先様に関する個人情報   
       a) 当社との業務上のご案内およびご連絡 
       b) 書類・物品などの送付 
       c) 各種ご請求またはお支払 
       d) お取引先様与信判断 
    ３．お客様またはお取引先様のご依頼によってお預りした個人情報およびその 
      他の情報 
       a) 機器およびシステムの構築・設定・復旧・保守 
       b) お預りした機器およびシステムの納品 
    ４．株主様に関する個人情報 
       a) 株主様、その他の方からのお問い合わせに対する回答 
       b) その他一般事務のご連絡、お問い合わせ、回答  
 
■ 業務委託 
    １．当社は、ご本人に明示した利用目的の範囲で個人情報を取り扱う業務を委託する場合があります。 
      その場合、当社は、委託先との間で個人情報保護を義務付ける規定、および利用目的を限定する規定を含む委託契約・機密保持契約等を締結するものとします。 
    ２．当社は、個人情報を取り扱う業務を委託する場合は、ご本人に明示した利用目的の遂行のために必要最低限のものに限定します。 
    ３．本項で示した業務委託は、外国にある第三者への業務の委託を含みます。 
      この場合、当社はご本人から事前に承諾を得た上で委託をするか、法令で定める基準に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。 
 
■ 個人情報の共同利用 
    １．当社は、個人情報を他者と共同利用する場合には、事前にご本人に対して共同利用先を明示し、共同利用先との間で個人情報を適切に管理する旨の契約を締結します。 
      ただし、特定個人情報は共同利用をしません。 
    ２．本項で示した個人情報の共同利用は、外国にある第三者への個人情報の共同利用を含みます。 
      この場合、当社はご本人から事前に承諾を得た上で共同利用するか、法令で定める基準に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。 
 
■ その他の第三者に対する個人情報の提供 
    １．当社は、次の場合を除いて、ご本人の事前の承諾なく、第三者に対して個人情報を提供しません。  
       a) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、当社が協力する必要があった場合で、ご本人の同意を 
         得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。 
       b) 国前号の他法令により当社による開示または提供義務が定められているとき。 
       c) 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。 
       d) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難なとき。 
       e) ご本人が、第三者が主催するセミナー・カンファレンス・イベント・教育スクールに当社を通じて申し込みされた場合で、当該第三者から情報の提供を求めら 
         れたとき。 
         ただし特定個人情報はこれに含まれません。 
       f) ご本人が当社を通じて、第三者の商品やサービスの購入又は請求をされた場合で、当該第三者から必要な情報提供を求められたとき。 
         ただし特定個人情報はこれに含まれません。 
       g) 役員及び株主の公開情報で、あらかじめ、第三者提供などの一定事項をご本人に通知またはご本人が容易に知り得る状態にしているとき。 
       h) 当社の個人情報の取扱いの全部もしくは一部を委託または合併その他の事由による事業の承継が行われるとき。 
    ２．本項で示したその他の第三者への個人情報の提供は、外国にある第三者への個人情報の提供を含みます。 
      この場合かつ本項１号e)、f)に該当する場合は、当社は法令で定める基準に適合する個人情報保護体制を整備した第三者に限定します。 
 
■ ウェブサイトでの個人情報の取り扱い 
    １．当社は、当社ウェブサイトにおいて、Cookie、ウェブビーコンを利用することがあります。 
      当社ウェブサイトを利用する方は、インターネット閲覧ソフト（ブラウザー）の設定でCookieの受取りを拒否することができ、また、そのことにより、ウェブビーコ 
      ンの利用を制限することができます。 
      ただし、その場合には、当社のサービスやウェブサイトの機能の一部が使用できないなどの制約が生じることがあります。 
    ２．当社は、当社ウェブサイトにおいて、その利用状況を把握するために、Google Analyticsを利用することがあります。 
      Google Analyticsは、Cookieを利用して、ウェブサイトへのアクセス情報を個人を特定することなく収集します。 
      アクセス情報の項目、収集方法および利用方法については、Google Analyticsサービス利用規約およびGoogleプライバシーポリシーによって定められています。 
      Google Analyticsについての詳細は、次のページをご参照ください。 
      http://www.google.com/analytics（Google Analytics™は、Google Inc.の商標です。） 
    ３. 当社ウェブサイトにおいて、ウェブサイトを利用する方から個人情報をご提供いただく場合は、通信途上における第三者の盗聴等を防止するため、SSL/TLS（Secure 
      Sockets Layer / Transport Layer Security）による暗号化またはこれに準ずるセキュリティ技術を使用します。 
    ４．当社ウェブサイトには、当社グループ会社を含む第三者のウェブサイト（以下、「リンクサイト」といいます。）にリンクを張っている場合があります。 
      これらのリンクサイトは、それぞれのリンクサイト運営者の責任において管理されており、これらのリンクサイトを利用される際は、それぞれのリンクサイトの使用 
      条件に従ってご利用下さい。 
      リンクサイトの選定に際しては充分注意を払っておりますが、当社は、リンクサイトでの個人情報の保護およびコンテンツに関して責任を負うことはできません。 
 
■ 個人情報の開示、訂正、追加または削除 
    当社は、当社が管理する個人情報のうち、ご本人からの個人情報に関する開示、内容の訂正、追加または削除等のご請求は、「個人情報に関するお問い合わせ先」にある 
    所定の方法でご連絡ください。これらのご請求に対しては、当社の規定に従い、適切に処置させていただきます。 
 
■ 個人情報の提供と利用を拒否された場合のご本人への不利益 
    当社は、当社に対する個人情報のご提供、または当社による個人情報の利用を拒否された場合、当社の商品・サービス等をご提供できない場合があります。 
 
■ 個人情報に関するお問い合わせ先 
    ご提供いただきました個人情報の取り扱いに関するご確認・ご要望・お問い合わせ等につきましては、次の連絡先までお願いいたします。 
    【お客様・お取引先様・株主様のお問い合わせ先】 
 
    日本事務器株式会社 内部統制部 
    電子メールアドレス：privacy@njc.co.jp 
    フリーダイヤル：0120-329-201 FAX：03-3372-1450 
    受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時（土日祝日および当社休日は除く 

個人情報の取り扱いに関するご案内 
S-3421-1.6 

 
 
 
 
 
 
    ５．当社へお問い合わせいただいた皆様、または催事お申し込みをされた皆様 
      に関する個人情報 
       a) 当社事業に関するご案内および連絡先 
       b) 情報発信および当社からのご依頼（メールマガジン等の配信・アン 
         ケート調査等の実施） 
       c) 書類・物品などの送社 
       d) 催事にお申し込みをされた皆様については、催事への参加登録およ 
         び登録確認（有料の場合は、そのご請求） 
    ６．採用応募者様に関する個人情報 
       a) 応募者とのご連絡（書類の送付・選考日時等のご案内・結果のご案 
         内等） 
       b) 採用可否の選考 
       c) 採用後の雇用管理 
    ７．インターンシップ応募者様に関する個人情用 
       a) 応募者とのご連絡及び応募者の管理 
       b)  インターンシップ活動における各種情報の提供 
    ８．当社が運営するウェブサイトをご利用する方に関する個人情報 
       a) ウェブサイトで発生した障害や問題の解決 
       b) ウェブサイトの改良 
       c) 個々のご利用する方に向けた当社のサービスやウェブサイトのカス 
         タマイズの提供 
       d) 匿名化した個人情報による統計・分析 

https://www.njc.co.jp/policy
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

