2021

医療福祉情報連携
コーディネーター養成講座

年度

【オンライン開催】
2022年 1月22日（土）
地域医療福祉情報連携協議会と特定非営利活動法人 NU-Med イニシアティブでは、地域医療・
福祉の復興促進に資することを目的とした、「医療福祉情報連携コーディネーター養成講座」を開
講いたします。新型コロナ・ウイルス感染対策のためオンラインにて開催いたします。

「医療福祉情報連携コーディネーター」とは・・・
「地域医療連携」や「地域包括ケア」およびそれらを支えるシステムについて理解し、地域の人的
ネットワークを構築・調整するとともに、地域のニーズに応じたシステム設計を支援し、地域医療・
福祉の向上に寄与する人材です。

■主

催 ·······

地域医療福祉情報連携協議会

■共

催 ·······

特定非営利活動法人 NU-Med イニシアティブ

■開講日時 ·······

2022 年 1 月 22 日（土） 10：00～15：30

■開講方法 ·······

オンラインにより開催

■募集定員 ·······

30 名程度

■受 講 料 ·······

一般：13,200 円、当協議会会員並びに NU-Med 会員：6,600 円

■特

医療福祉情報連携コーディネーター認定書（※）、講座テキスト

典 ·········

※第 1 回～第 3 回講座をすべて受講し、確認テストに合格した場合
■受講対象 ·······

医療、介護、福祉、行政、教育、企業関係者

■申込方法 ·······

以下のURLよりお申込みが可能です
https://numed-mwic-20220122.peatix.com/

■講師紹介
宮本 正喜 先生
一般財団法人 サニーピア 医療保健協会 サニーピアクリニック 院長
日本医療情報学会 副会長
地域医療福祉情報連携協議会 幹事
1984年
1988年
2002年2月
2017年4月

神戸大学医学部卒業
神戸大学医学部附属病院第二内科助手
兵庫医科大学医療情報学主任教授
サニーピアクリニック院長

水野 正明 先生
名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部
先端医療・臨床研究支援センター センター長・教授
地域医療福祉情報連携協議会 副会長
1992年
1996年
1999年
2010年
2012年

名古屋大学大学院修了
名古屋大学医学部脳神経外科助手
名古屋大学大学院遺伝子治療学助教授
名古屋大学医学部附属病院脳卒中医療管理
センター長、名古屋大学総長補佐
名古屋大学医学部附属病院 先端医療・臨床研究支援センター教授

養成講座テキスト
講座では、以下のテキストを使用します。テキスト代は、受講料に含まれます。
※テキストの体裁・内容は以下から変更される場合があります

■講義概要
第１回講座
本講座の育成目標である「地域医療福祉情報連携
コーディネーター」の定義・役割やそれを必要とする医
療・福祉の背景を学ぶ。さらに地域医療福祉連携の２つ
の柱である地域医療連携と地域包括ケアについてその
基本とそれを実現する情報システムの基礎を学習する。
・医療福祉情報連携コーディネーターとは
・我が国の医療と福祉の変遷
・我が国の医療と福祉の再生
・地域医療連携の基礎
・地域包括ケアの基礎
・医療と福祉（介護）の地域における統合
・最近の医療・介護情報連携の政策

第２回講座
医療情報の標準化と共有化の仕組みを理解し、地域
医療福祉情報連携システムの運用に関する協議会の位

運用管理規定に定める主な要項

置づけ、関連規定、セキュリティ対策、患者への同意、

各地域ネットワークの運用管理規定では、主に以下のような事項が定められている。
少なくともこれらの事項については、ネットワーク組織内で検討し明文化しておく必要
がある。

危機管理、データの 2 次利用等について学習するととも

総則

に先行事例を通して地元地域に密着したシステムの在り
契約等

• 契約の対象
• 利用契約の締結等
• 権利義務譲渡の禁止

契約者の義務

•
•
•
•

契約者の義務・責務
登録内容の変更通知
禁止行為
違反行為に対する措置

•
•
•
•

契約者からの利用契約の解除
提供停止及び当協会からの利用契約の解除
利用契約解除時の取扱
サービスの廃止

方を展望する。
・地域医療連携と医療情報の標準化
・医療情報の共有化

利用契約の解除

・医療情報のセキュリティ
・危機管理について
・運用管理規定と運営組織
・患者の同意
・データの二次利用

第３回講座
地域医療情報連携システムについて理解を深め、具
体例として日本と海外において運用されている地域医療
情報連携システムについて学ぶ。
これらの理解を基に、どのような地域医療情報連携シ
ステムを構築するかについて学習する。
・日本の地域医療福祉情報連携の現状
・日本の地域医療情報連携システムの事例
・日本の地域福祉（地域包括ケア）システムの事例
・世界の地域医療福祉情報連携システムの事例
・医療福祉情報連携コーディネーターの役割

• 目的
• サービス提供概要
• 用語の定義

参加方法

• 参加（利用）同意および利用申請
• 参加（利用）同意の撤回

責任の範囲

• 責任の範囲（責任分界点）

機密保持

• 機密保持
• 個人情報保護法の遵守

ネットワークの利用

•
•
•
•
•

ID番号・
パスワードなど

• 利用者の識別番号の種類
• ＩＤ番号の利用者
• ID番号等の管理等

料金

• 入会金
• 会費

その他

• 大規模災害時の対応
• データの二次利用（研究利用）
• 人材育成

利用者資格
ネットワークの利用形態
利用できる機能
利用時間
機能等の変更等

■講義スケジュール
2022 年 1 月 22 日（土）
第１回講座（2 時間）

10：00～12：00

第２回講座（1 時間 15 分）

13：00～14：15

第３回講座（1 時間 5 分）

14：25～15：30

確認テスト（20 分間）

■受講案内
オンラインセミナーは「Microsoft Teams ライブイベント」を使って行います。Wifi などネット接続ができる環境で、PC・スマ
ホ・タブレットなどから視聴できます。お申し込みされた方のご登録のメールアドレスに、前日までに、接続先の情報（ライブ
配信 URL）をご案内します。
Microsoft Teams を初めてお使いの方は、あらかじめ「Microsoft

Teams」をダウンロードしておいてください。

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
通話テストで、事前にご確認いただけると安心です。
※Microsoft Teams でライブイベントへの参加の仕方 [ 動画マニュアル ]
https://support.office.com/ja-jp/article/teams-でライブイベントに参加する-a1c7b989-ebb1-4479-b750-c86c9bc98d84

※Microsoft Teams でのライブイベント Q＆A の仕方
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/teams-でのライブ-イベントの-q-a-への参加-01d57b8c-23b9-4cff-adc0-4e57618b59b4

【ご注意点】
申込完了後、ご登録のメールアドレス宛に『お申込み詳細』のメールが自動配信されます。当日のログイン情報を正しくお
届けするために、まずは申込後の自動配信メールが届いているかをご確認ください。届かない場合は＜こちら＞をご参照
のうえご対応をお願いします。
【禁止事項（お願い）】
本セミナーは申込者本人のみの視聴に限らせていただきます。ライブ配信 URL の転送、また、視聴中の録画・録音は固く
禁じます。ご登壇者に安心してお話しいただくため、ご理解とご協力を何卒お願いいたします。
【特典の配布について】
特典の「講座テキスト」は受講日までにダウンロード・サイトのご連絡、もしくはメール添付にてお送りいたします。
受講後に条件を満たした方には「医療福祉情報連携コーディネーター認定書」を PDF にて電子メール送付いたします。

特定非営利活動法人 NU-Med イニシアティブ事務局
お

問

合

せ

〒451-0042 名古屋市西区那古野二丁目 14 番 1 号

担当：深津/酒井
なごのキャンパス 2-8

(NU-Med ライフケアシステムズ株式会社内)
TEL：052-766-6734

FAX: 052-766-6945

MAIL：info@nu-med.jp

