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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

平成29年度事業計画 電子カルテ委員会 
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(1) JAHIS標準類の策定 

  ・JAHIS医療情報システムの患者安全ガイド（病理編）の新規策定 

  ・JAHIS患者安全ガイドライン（注射編）のバージョンアップ 
 

(2) EHR System Functional Modelの日本対応に向けた調査 

  ・EＨＲシステム機能モデル検討ＴＦに参加 

  ・POP、AS、RI、TIの主要項目の翻訳、課題になりそうな箇所のピックアップ 

  ・日本向けに取捨選択した、機能モデル案の作成 
 

(3) 電子処方せん検討への参加 
 

(4) クリニカルパスの標準化に向けた検討への参加 

  ・日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会が立ち上げた、クリニカルパ
スの標準化やデータ分析等を検討する合同委員会と連携し、ベンダーの立
場から標準化に関する意見具申を行う 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

日本医療情報学会・日本クリニカルパス学会合同委員会への参加 

平成29年度活動実績 電子カルテ委員会 

日本輸血・細胞治療学会 病院情報システムタスクフォース 
マスタ標準化作業部会への参加 

全体スケジュール 
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電子処方せん実装ガイド策定TF 

患者安全ガイド専門委員会 

患者安全ガイド（病理編）の作成 

電子処方せん実装ガイド策定TF第二期 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

平成29年度活動実績 電子カルテ委員会 
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(1) JAHIS標準類の策定 

  今年度の活動なし 

(2) EHR System Functional Modelの日本対応に向けた調査 

(3) 電子処方せん実装ガイドの策定 

(4)クリニカルパスの標準化に向けた検討への参加 

  ① JAHIS医療情報システムの患者安全ガイド（病理編）Ver.1.0  
     平成30年度上期にJAHIS技術文書としての策定に向け、現在作成中。 

 ② JAHIS患者安全ガイドライン拡充へむけた検討 
     患者安全ガイド専門委員会で、病理編に続くターゲットの検討中。 

 ① 医療機関WGのとりまとめを行い、電子処方せん実装ガイド（医療機関編）を作成。 

    ３部会７委員会が参加し、電子処方せん実装ガイド Ver.1.0 として、 2017年5月に 
    JAHIS技術文書として制定済。 

 ①日本医療情報学会、日本クリニカルパス学会による合同委員会への参加 

   ：２回（＋１回予定） 

 ②第３７回医療情報学連合大会、第１８回日本クリニカルパス学会において、 

      クリニカルパスの標準化に向けた工業会の取り組みについて発表。 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

• リーダー：高山和也（富士通） 
• WG開催：2017年4月20日～（8回開催） 
• 活動内容 

– 活動方針のディスカッション 
• 現場で使ってもらうためにはどうしたらよいか 

– 本文に記載されている内容を全てリスク分析シートに載せたら
どうか→チェックリストとして使えるようにする 

• 注射編のワークフローが１つしかないので拡張したい 
– 看護の観点を盛り込みたい 

• 病理編の次のテーマとして、検査編を策定したい 
 

– 患者安全ガイド（病理編）の作成 

患者安全ガイド専門委員会 電子カルテ委員会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

• リーダー：高山和也（富士通） 
• WG開催：2017年1月19日～（今年度8回開催） 
  2018年度上期に公開予定で作成中 
• 患者安全ガイド（病理編）制定におけるポイント 

– 日本病理学会、日本臨床検査技師会との連携 
• 関連２学会への協力依頼 

– 部門システムも対象とする 
• 「輸血編」同様 

患者安全ガイド（病理編） 電子カルテ委員会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

目次案 
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電子カルテ委員会 

7.1 ガイドの詳細  
 7.1 病理依頼・検体採取  
  7.1.1 「病理依頼・検体採取」のポイント 
  7.1.2 「病理依頼・検体採取」のリスク事例 
   1) 間違った検体数／容器数が入力されているリスク 
   2) 検体搬送時に検体を紛失するリスク 
   3) 検体を取違えるリスク（ラベルの貼り間違え、等） 
  7.1.3 「病理依頼・検体採取」のシステム要件 
  7.1.4 「病理依頼・検体採取」の運用上の留意事項 
 7.2 病理受付  
  7.2.1 「病理受付」のポイント 
  7.2.2 「病理受付」のリスク事例 
   1) （オーダーされた）容器数が揃っていないリスク 
   2) 検体取り違えリスク（病理受付ラベルの貼り間違え、等） 
  7.2.3 「病理受付」のシステム要件 
  7.2.4 「病理受付」の運用上の留意事項 

患者安全ガイド（病理編） 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

目次案 
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電子カルテ委員会 

 7.3 標本作製  
  7.3.1 「標本作製」のポイント 
  7.3.2 「標本作製」のリスク事例 
   1) 検体切り出し時に取り違えるリスク（誤った容器に入れてしまう） 
   2) 包埋時に検体を紛失するリスク 
   3) 薄切時の取り違えのリスク（誤ったスライドガラスに載せてしまう） 
  7.3.3 「標本作製」のシステム要件 
  7.3.4 「標本作製」の運用上の留意事項 
 7.4 病理診断  
  7.4.1 「病理診断」のポイント 
  7.4.2 「病理診断」のリスク事例 
   1) 診断対象とは異なる標本を診断するリスク 
   2) 全標本を確認せずに診断するリスク 
  7.4.3 「病理診断」のシステム要件 
  7.4.4 「病理診断」の運用上の留意事項 

患者安全ガイド（病理編） 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

目次案 
 

10 

電子カルテ委員会 

 7.5 診断結果確認  
  7.5.1 「診断結果確認」のポイント 
  7.5.2 「診断結果確認」のリスク事例 
   1) 結果未確認・患者未説明のリスク 
  7.5.3 「診断結果確認」のシステム要件 
  7.5.4 「診断結果確認」の運用上の留意事項 

患者安全ガイド（病理編） 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

11 

電子カルテ委員会 患者安全ガイド（病理編） 

【作成中文書】 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

• 患者安全ガイド（輸血編）Ver.1.1 2016年12月9日公開
済み 
 

• 日本輸血・細胞治療学会 「安全委員会・病院情報シス
テムタスクフォース」 への継続参加 （今年度５回） 
 

• 活動内容 
日本輸血・細胞治療学会 マスタ標準化作業部会が作業中の輸血システ
ムのマスタの標準化において、ベンダーの立場からレビューを行い、意見
／課題を提示し、各種標準類との整合性に関してJAHISとして意見を申し
入れ、システム実装時に有効性の高いものとする。 
 

• 活動成果 
– 血液型マスタ、不規則抗体マスタの学会推奨マスタ公開 
– 輸血関連情報カード発行アプリ公開 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 

電子カルテ委員会 
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電子カルテ委員会 

出典：日本輸血・細胞治療学会ホームページ 
（http://yuketsu.jstmct.or.jp/medical/public_comment/） 

【参考】輸血学会 病院情報システムタスクフォースの紹介 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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電子カルテ委員会 

【参考】輸血学会 病院情報システムタスクフォースの紹介 

出典：日本輸血・細胞治療学会ホームページ 
（http://yuketsu.jstmct.or.jp/medical/public_comment/） 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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電子カルテ委員会 

出典：日本輸血・細胞治療学会ホームページ 
（http://yuketsu.jstmct.or.jp/medical/public_comment/） 

【参考】輸血学会 意見公募（パブリックコメント）のアナウンス 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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電子カルテ委員会 

【参考】輸血学会 病院情報システムタスクフォースの紹介 

提供：日本輸血・細胞治療学会 マスタ標準化作業部会 

※２０１７年１０月 「学会推奨マスタ」として公開 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 
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電子カルテ委員会 

【参考】輸血学会 病院情報システムタスクフォースの紹介 

提供：日本輸血・細胞治療学会 マスタ標準化作業部会 

※２０１７年１０月 「学会推奨マスタ」として公開 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 
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電子カルテ委員会 

【参考】輸血学会 病院情報システムタスクフォースの紹介 

提供：日本輸血・細胞治療学会 マスタ標準化作業部会 

※２０１７年９月 「輸血関連情報カード」発行アプリ公開 

日本輸血・細胞治療学会 
マスタ標準化作業部会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

• 日本輸血・細胞治療学会「安全委員会・病院情報システムタスクフォース」
参加 
 

• 日本輸血・細胞治療学会「マスター標準化作業部会」参加 
 

• 日本クリニカルパス学会・日本医療情報学会「パス合同委員会」参加 
 

• 日本眼科医療機器協会とのディスカッション 
 

• 第65回日本輸血・細胞治療学会総会 
– ワークショップ２「院内情報管理システム」での講演 

 

• 第37回医療情報学連合大会 
– 共同企画８「クリニカルパスの標準化に向けたデータモデル構築」での講演およ

びパネルディスカッション参加 
 

• 第18回日本クリニカルパス学会学術集会 
– シンポジウム１「これから電子パスはどこに向かっていくのか？」での講演および

パネルディスカッション参加 
 

• 第12回医療の質・安全学会学術集会 
– 新感覚教育セミナー２「電子カルテの最前線」での講演 

電子カルテ委員会 対外活動実績 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

電子カルテ委員会 
第37回医療情報学連合大会 
第18回日本クリニカルパス学会学術集会 
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共同企画８「クリニカルパスの標準化に向けたデータモデル構築」 
シンポジウム１「これから電子パスはどこに向かっていくのか？」 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

新感覚教育セミナー２「電子カルテの最前線」 

電子カルテ委員会 第12回医療の質・安全学会学術集会 
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一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

電子カルテ委員会 来年度事業計画 
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(1) JAHIS標準類の策定 

  ・JAHIS医療情報システムの患者安全ガイド（病理編）の策定 

  ・JAHIS患者安全ガイドライン（注射編）のバージョンアップ 

  ・JAHIS患者安全ガイドラインの拡充 

(2) 電子処方せん検討への参加 

  ・医療機関WGのとりまとめを行い、電子処方せん実装ガイド（医療機関編） 
の見直し、改版。 

(3) クリニカルパスの標準化に向けた検討 

  ・日本医療情報学会と日本クリニカルパス学会が立ち上げた、クリニカルパ
スの標準化やデータ分析等を検討する合同委員会と連携し、ベンダーの立
場から標準化に関する意見具申を行う。 

  ・合同委員会から提案されたパス分析に関する出力データモデルに関して、
各ベンダーの意見とりまとめと実装ガイドの作成。 



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 

 ⓒ JAHIS 2018 

ご清聴ありがとう
ございました 
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