
健康で豊かな国民生活を保健医療福祉情報システムが支えます
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2019年度 JAHISは創立25周年を迎えました！
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Agenda

１．戦略企画部の組織について

２．役員名簿

３．会員の状況

４．主な動向

５．運営方針

６．活動成果
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１．戦略企画部の組織について

委員長 ：高橋 弘明 (㈱NTTデータ)
副委員長：西原 栄太郎 (ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱)
副委員長：鹿妻 洋之 (オムロンヘルスケア㈱)

運営会議

戦略企画部

事業企画推進室

コンプライアンス委員会

調査委員会

企画委員会

保健医療福祉情報基盤検討委員会

事業推進体制検討委員会

ヘルスソフトウェア対応委員会

総務会

標準化推進部会

医事コンピュータ部会

医療システム部会

保健福祉システム部会

事業推進部

委員長 ：武田 芳郎 (ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱)
副委員長：岩村 浩正 (富士通㈱)

委員長 ：国分 令典 (㈱日立製作所)
副委員長：石山 敏昭 (日本電気㈱)

委員長 ：中光 敬 (㈱NTTデータ)
副委員長：小林 俊夫 (日本IBM㈱)

委員長 ：谷口 克巳 (富士通㈱)
副委員長：岩井 俊介 (ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱)

室長 ：吉村 仁 (JAHIS)
副室長：黒野 満夫 (JAHIS)

部長 ：中光 敬 (㈱NTTデータ)
運営幹事：柴 健一郎 (㈱NTTデータ)

議長 ：高橋 弘明 (㈱NTTデータ)
副議長：森本 正幸 (富士通㈱)

委員長 ：高橋 弘明 (㈱NTTデータ)
副委員長：鈴木 義規 (JAHIS)
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２．役員名簿
役員 氏名 所属

会長 岩本 敏男 ㈱NTTデータ 相談役

副会長 今井 喜与志 キヤノンメディカルシステムズ㈱ ヘルスケアIT事業統括部 顧問

副会長 香田 克也 ㈱日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット
ヘルスケアソリューション事業部 事業部長

副会長 大塚 孝之 PHC㈱ 取締役メディコム事業部長

副会長 前田 達也 富士通㈱ 第一ヘルスケアソリューション事業本部 本部長

理事 大石 憲司 ㈱EMシステムズ 取締役社長兼COO

理事 長谷川 亨 コニカミノルタ㈱ 執行役ヘルスケア事業本部 副本部長

理事 田中 啓一 日本事務器㈱ 代表取締役CEO

理事 浅野 正治 日本アイ・ビー・エム㈱ エンタープライズ事業部 公共・医療営業部 部長

理事 後藤 禎一 富士フイルム㈱ 取締役常務執行役員
メディカルシステム事業部長

監事 柳原 照一 日本光電工業㈱ 取締役常務執行役員 技術戦略本部本部長

監事 石濱 人樹 ㈱ノーザ 代表取締役社長

※2019/5/16現在
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３．会員の状況
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４．主な動向 (1/3)

・「Society 5.0」の実現に向けた重点分野の一つとして「次世代ヘルスケア・システム
の構築」

2018.6.15 未来投資戦略2018

2018.10.22 未来投資会議

・2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向けて

➣雇用・年金制度改革等

➣健康寿命延伸プラン

－次世代を含めたすべての人の健やかな生活習慣形成等

－疾病予防・重症化予防

－介護予防・フレイル対策、認知症予防

➣医療・福祉サービス改革プラン

－ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革

－タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進

－組織マネジメント改革

－経営の大規模化・協働化
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(趣旨)

・特定の個人を識別できないように医療情報を匿名加工する事業者に対する規制を整
備し、匿名加工された医療情報の安心・適正な利活用を通じて、健康・医療に関する
先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資する。
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４．主な動向 (2/3)

2018.5.11 「次世代医療基盤法」 施行

(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律)

平成30年1月24日 第5回次世代医療ＩＣＴ基盤協議会 資料１ 「次世代医療基盤法の施行に向けた検討の状況について」(内閣官房健康・医療戦略室)より抜粋・加工
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/dai5/siryou1.pdf
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➣被保険者番号の個人単位化

➣オンライン資格確認

➣データヘルス改革で実現を目指すサービス

(1)保健医療記録共有, (2)救急時医療情報共有, (3)PHR・健康スコアリング

(4)乳幼児期・学童期の健康情報, (5)データヘルス分析, (6)科学的介護データ共有

(7)がんゲノム, (8)人工知能(AI)

★「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改
正する法律案」

→2019年4月16日衆議院で可決、参議院で審議中

①オンライン資格確認の導入

②オンライ資格確認や電子カルテ等の普及ための医療情報化支援基金の創設

③NDB,介護DB等の連結解析等
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４．主な動向 (3/3)

2018.7.30 データヘルス改革推進本部
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５．運営方針

医療情報連携ネットワーク基盤、および、個人が医療・健康データを利活用できる環
境基盤構築に向け、国内、国際の最新状況に基づき、標準類・実装ガイドの着実な計
画と策定と各会員への普及を推進し、医療・介護・健診等のデータの利活用を推進す
る。また、2020年の健康・医療・介護ICTの本格稼働を見据え、効率的・効果的な導
入・活用を推進する。

１）2025ビジョンで描くヘルスケアICTの実現に向けた推進【国民・ユーザ向け】

２）工業会参画価値の追求、健全な市場の維持・発展【会員向け】

３）永続的な運営基盤の確立【運営基盤】

会員共通の課題対応を迅速に行い会員サービスの充実を図るとともに、JAHISブラ
ンドの向上、ヘルスケアICT適正評価の推進に努める。また、医療ICT市場の把握と海
外を含めた新規市場の調査・活動支援を行う。また、JAHIS創立25周年の活動に触れ
ることで、さらに、会員の技術力向上・交流促進を図り、会員満足度の向上を図る。

事業を推進する体制の強化、法令遵守の仕組み作りを含め運営基盤の強化を推進
する。コンプライアンス活動は、継続して運用し確実な定着化を図るとともに、適宜必
要な改定・強化を実施する。また、業界に必要な人材、JAHIS運営に必要な人材の育
成と確保を行う。
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６．活動成果 (1/3)

・医療等分野情報連携基盤検討会 (厚生労働省)

・次世代医療機器開発推進協議会 (健康・医療戦略推進本部)

・クラウド型EHR高度化事業の推進に関する共通仕様策定・導入にかかる
システム検討会議 (総務省)

・医療等分野における高精細映像等データ共有基盤の在り方に関する実証
普及促進WG (総務省)

・医療等分野におけるネットワーク基盤利活用モデルに関する調査研究
検討委員会及び相互接続基盤利活用WG (総務省)

・労災レセプトオンライン化に向けた普及促進活動検証委員会 (厚生労働省)

・医療情報データベース基盤整備事業協力医療機関WG (厚生労働省) 等

①委員派遣等
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６．活動成果 (2/3)

JAHIS会員が安心してJAHIS活動を行えるようにするため、コンプライアンス関連規程
等を整備するとともに啓発活動を行い、コンプライアンス意識の向上と定着化を進めた。

・2017年5月に全面施行された「改正個人情報保護法」に対応するため、 JAHISとし
て「個人情報管理取扱規程」を制定

・JAHIS外部向けホームページの「個人情報保護方針」をリニューアルし、JAHISの
個人情報保護方針をJAHIS内外に周知

・2019年3月に保有個人データ管理台帳の棚卸しを実施

・コンプライアンスPDCAサイクルの一環として行っている「コンプライアンス自己監
査」については、JAHIS内のすべての組織を対象として内部監査を実施

→監査の結果、すべての監査項目において違反はなく、コンプライアンス活動が確
実に定着していることが確認できた。

②コンプライアンス関連
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６．活動成果 (3/3)

・事務局機能の強化及び効率化のため、機能別組織を導入し運用を開始

・JAHISの運営体制強化のため、有期契約社員の無期契約社員化を実施

・事業企画推進室の第3期目の室長を公募し、2019年度以降の体制を確立

③JAHIS運営基盤の整備

・JIRAとの定例情報交換会（通称JJI）を四半期に一度の頻度で開催

・海外医療ICTの情報収集として、HIMSS AsiaPac18へ参加 等

④その他活動状況

健康で豊かな国民生活を保健医療福祉情報システムが支えます
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ご清聴ありがとうございました


