
                                       第 1471 回 №26 

                                        例会日 2017/2/ 13   

Weekly Report 
「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

本日の例会 ゲスト卓話 内海和憲氏（ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ佐世保ＲＣ）     次回例会 ゲスト卓話 朝長則男佐世保市長 

  

《会員卓話》 

   「福田外科病院の IT 化の取り組み」 

                福田俊郎 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は私に卓話の時間をいただきありがとうござ

います。本日は私の病院の IT 化の取り組みを中心

にこれからの医療、健康診断の方向性を少しお話さ

せていただきます。 

私共は IT 化の取り組みとして現在次の三点を中心

に進めております。 

①「健診オートボーイ」の開発 

（特許取得済―特許番号第４１６９６８６） 

同時に肺機能システムも開発 

（特許取得済特許番号第５７１０２０５号） 

 

②健診システムバージョンアップ 

「健診オートボーイⅡ」の開発。 

ORCA（日医総研）と連携した電子カルテの開発。 

③介護保険の給管鳥（日医総研）と連携した IT 化し

た介護システムの開発中。 

まず、①の健診オートボーイですが、14 年ほど前

から私が構想を練り、10 年前に特許を取得した健

診に特化したシステムで下記のような特徴を持っ

ております。 

＊健診測定などのデータの自動取り組み、病名も自動

表示（一部） 

＊短時間での結果説明と各種帳票に出力可。 

（日本語、英語、中国語に対応） 

＊費用請求は CSV,EXCEL で集計、管理作業も出来、業

務の省力化が可能。 

＊ORCA(日医のﾚｾﾌﾟﾄ請求システム)との連携が可能。 

次に②の健診オートボーイⅡですが、健診オートボ

ーイをベースにさらに次のようなことができるよ

うにバージョンアップさせ進化させました。 

＊電子カルテのデータを利用、特定健診ボタンを新設、

クリックすると特定健診結果表を自動で取り込め

るように改良しました。 

＊ダブルチェックの為、各項目のボタンを固定し、矢

印キーで各受診者のデータ、XP、ECG、胃カメラ、

エコー等、画像、コメント等を連続でチェック可能 

＊産業医としての「就労可」等、コメントをオート出

力。 

＊長谷川式（認知症検査）、握力などのデータをオー

ト取込み。 

＊骨年齢、血管年齢、肺年齢もオート取込み。 
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【前々回】会員数 43 名  出席  26 名 メークアップ 3 名  出席規定免除会員（13）出席 7 名           修正出席率  97.30％ 



最後に、私どもは“やまずみ荘”という介護施設を

運営しておりますが、こちらでも介護報酬請求など

電子化が進んでいます。自前の介護サービス管理シ

ステムを作り、業務の省力化、簡素化、意思疎通の

改善を目指しております。 

そのために次のような介護システムを開発中です。 

＊請求に必要な項目は、全て介護サービス管理ソフト

で入力管理。 

＊個人負担分の請求も個別で行えるソフト。 

＊日報管理表の出力。 

＊送迎車管理表示パネルソフト。 

＊ショートステイ利用予定表パネルソフト 

＊デイサービスの給管鳥連携用データ入力ソフト 

など、いろいろと試行錯誤しながら、病院、介護施

設ともに時代に乗り遅れないような IT 化を推し進

めております。 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

 

《会長挨拶》                     

藤井良介 会長                      
  ２０１６年 手続要覧 

本日は福田俊郎会員の卓話「福田外科病院での IT

化の取り組み」です、ご多忙の中ありがとうございま

す。私達医療の現場でもＩＴ化が進んでおります、健

診システムについての卓話を興味深く拝聴したいと

思います。 

先週の金曜日は「クラブ定款細則改定委員会」が、

森前幹事のもと開催されました。2016 年版の「手続

要覧」も発行され、CLP 導入の流れは避けて通れない

ものだと感じました。昨年 4月に開催された規定審議

会での採決された決定は、クラブ運営に大幅な柔軟性

を認めており佐世保北ロータリークラブの実情に、そ

してクラブの将来を見据えた「定款細則」が出来たら

と思います。 

  

 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事 

1.例会変更 

 

・伊万里ＲＣ  

2 月 15 日（水）12：30～→18：30～ 

福吉牡蠣小屋「梅本」（夜の例会のため） 

 3 月 8 日（水）12：30～→18：30～ 

ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ伊万里（夜の例会のため） 

 4 月 5 日（水）12：30～→18：30～ 

龍泉荘（観桜会、長寿お祝い会のため） 

 

・松浦ＲＣ   

2 月 24 日（金）12：30→2 月 25 日（土）18：00～ 

サンパーク吉井（近隣 3クラブ合同例会のため） 

 

・佐世保ＲＣ  

2 月 22 日（水）12：30～→18：30～  

アイトワ（創立記念日例会＜第 66 回＞のため） 

 

・佐世保東南ＲＣ  

2 月 22 日（水）休会（定款第 6条第 1節により） 

 

 

 

2.来信 

   

・国際ロータリー      

ザ・ロータリアン ２月号 

 

・国際ロータリー日本事務局    

 

・ロータリーの友事務所      

①ロータリーの友２月号 

 ②2017～2018 年度ロータリー手帳ご予約受付の 

ご案内（注文受付の名簿に記入をお願いします） 

 

・ガバナー事務所 

会員増強の現状について（アンケート） 

返信２月２０日迄 

 

・ガバナーエレクト事務所  

2017～2018 年度 地区名簿作成に伴うお願い  

締め切り 2月 22 日 

 

・地区大会事務局 

酒造経営ロータリアン様について 

※1月1日から地区大会開催直前までに酒蔵経営の

方がご入会の場合お知らせ下さい 

（地区大会の記念懇親会にて 2740 地区の酒蔵様

の樽酒をふるまう日本酒コーナーを設ける予定

のため） 

 

・佐世保ＲＣ 

 2017～2018 年度  

第 1 回佐世保市内 8ＲＣ会長・幹事会のご案内 

 日 時： 3 月 15 日（水）18 時 30 分～   

場 所： 佐世保ワシントンホテル 桜川 

 

 

 



・ＮＰＯ法人チーム・フォー・バイ・フォー ②2/16（木）18：45 よりファートイン佐世保にて 

① Ｎｅｗｓ4×4 2 月号 第 8回理事会を開催いたします。 

② 第 22 回心の健康づくりﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙのご案内 ③2/20（月）次回例会は、ゲスト卓話ハウステンボス

佐世保ＲＣ 内海和憲氏です。 ＜バザー＞ 11：00～12：30（アルカス広場） 

日 時： 2 月 11 日（土）13：00～16：00    

場 所： アルカスＳＡＳＥＢＯ（中ホール）  

《ニコニコボックス 》  

・佐世保工業高等専門学校 西沢 寛 親睦活動委員 

 平成 28 年度 卒業式及び専攻科終了式のご案内  

藤井良介会長 永田武義副会長 宮﨑有恒幹事 日 時： 3 月 17 日（金）午前 10 時 00 分開式   

場 所： 佐世保工業高等専門学校 第一体育館 本日の会員卓話は福田俊郎先生です。 

 大変ご多忙な中、卓話ありがとうございます。いつも

鋭い切り口の卓話をしていただけますので、本日も楽

しみに拝聴させていただきます。 

・聖和女子学院 

 平成 28 年度聖和女子学院中学校高等学校卒業証書

授与式のご案内 そして福田外科よりお見えの鈴木さんの元気なお顔

を、久しぶりに拝見してニコニコです。  日 時： 2 月 28 日（火） 

午前 9：00 受付開始 午前 10：00 開式    

村上寅雄君  場 所： 本校体育館 

 福田会員、本日の卓話お疲れ様です。楽しみにしてい

ましたが、欠席で残念です。 ・東京 RC 熊平 雅人様（株式会社 熊平製作所） 

「抜萃のつヾり その七十六」寄贈   

  45 万部発行され、百二十二ヵ国の日本大使館、総

領事館、諸官庁、金融機関、上場企業、学校、病

院、図書館、ロータリークラブなど全国八万四千

か所の団体・個人に寄贈されています。 

福田俊郎君 

今晩は、しばらくぶりに卓話をさせていただきます。よろし

くお願い致します。 

 

 小西宗十君 

 福田先生、卓話楽しみに拝聴いたします。鈴本さん、

お疲れ様です。  

  

 深町 等君 

 久しぶりに例会に参加させてもらい、皆様の元気そう

な姿を拝見し、励ましてもらいました。  

 また治療に頑張ってきます。ありがとうございます。 

  

 豊島揆一君   平石晃一君 古賀新二君   

 富田耕司君  二ノ宮 健君  宮原明夫君   

 湯口純二君    近藤竜一君 中山 誠君 

 中野雄一郎君  峯 徳秀君 小川一貴君 

 森 豊 君  村瀬高広君 蒲池芳明君    

 小川 寛君  松田信哉君 松尾重巳君  

 渡会祐二君  公門新治君     

3.伝達事項 今晩は福田俊郎先生の卓話いただきます。楽しみにし

ています。そして事務局窪田さんからもチョコまでも

らって幸せです。バレンタインデーなんですね。 

  

①3/13（月）18：30 よりﾌｧｰｽﾄｲﾝ佐世保にて 3クラブ 

（東、中央、北）合同例会を開催いたします。  

本日、お知らせを皆さんのセルフＢＯＸへご案内し

ておりますのでよろしくお願い致します。 

 
本日の合計 33,000 円     累計 1,095,500 円 

クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健     委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 鳥越敏博） クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健     委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 鳥越敏博） 


