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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 

部門システム委員会 本年度の振り返り 

平成29年度計画 

 部門システムの課題抽出、標準化活動の推進 
① 基幹システムと病棟看護、部門システム連携モデルのまとめ 

② 部門システムに関連が深い患者安全施策等に関して他委員会との連携
を強化する。（特に電子カルテ委員会） 

 病棟業務及びチーム医療の効率化、患者安全施策の推進 
① 看護・関連マスタ、用語集などの事例収集、積極的活用 
② 病棟関連標準化活動の推進 
③ 病棟設置機器や設備管理システム等との連携検討、標準化 

 

 物流業務の効率化、標準化の推進 
① 「HIS 向け医療材料マスタの提供ガイド」の改版、普及推進 
② 関係団体との協調活動の推進 
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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 

部門システム委員会 

各部門システムと電子カルテシステムとの連携を中心に、データやモノの連携・流れをま
とめ、教育事業の教材や「四訂版医療情報システム入門」に反映。 

活動状況について 
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 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 活動状況について 

勉強会資料より 

各部門システムの知識を深め、課題を検討するため、有識者による勉強会を開催。 
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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 

部門システム委員会 活動状況について 

各部門システムの知識を深め、課題を検討するため、有識者による勉強会を開催。 

勉強会資料より 
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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 

部門システム委員会 活動状況について 

各部門システムの知識を深め、課題を検討するため、有識者による勉強会を開催。 

勉強会資料より 
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 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 

https://www.medis.or.jp/seminar/20171216/index.htmlより 

病棟看護支援システム専門委員会 木戸委員が下記セッションの座長を担当 
 第Ⅲ部 看護実践用語標準マスターの利活用 

活動状況について 

MEDIS-DC「看護実践用語標準マスタ」の策定に参加。セミナ座長などを派遣し、普及活動へ協力。 
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 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 活動状況について 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 ※医機連）三上様 @MD-Net）田村様 

関係団体との協調活動の推進 
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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 

部門システム委員会 ＵＤＩについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 
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 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 ＵＤＩについて（情報共有） 

第三回「医療製品識別とトレーサビリティ推進協議会」資料 より 
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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 

部門システム委員会 医療機器のEDIについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 

20 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 医療機器のEDIについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 

21 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 医療機器のEDIについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 

22 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 医療機器のEDIについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 

23 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 医療機器のEDIについて（情報共有） 

2017年8月30日 勉強会資料より抜粋 

24 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 

(1) 病棟看護、部門システムの課題抽出、標準化活動の推進 

①部門システムの整理と標準化推進、関連情報の収集 

②患者安全施策等に関する取組 

③部門システムの普及・推進 

(2) 病棟看護業務の効率化、患者安全施策の推進 

①看護・関連マスタ、用語集などの事例収集、積極的活用 

②病棟に関連したシステム連携の整理・標準化 
 

(3) 物流業務の効率化、標準化の推進 

①「HIS向け医療材料マスタの提供ガイド」の普及推進 

②医療材料の流通における病院内ＩCＴの検討 

③最新テクノロジー（ＲＦＩD、ウェアラブルなど）の事例研究 

 

来年度の事業計画 
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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 



 ⓒ JAHIS 2018 

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 

部門システム委員会 

スライド ４ 

・JAHIS教育コース 教育資料 部門システム委員会担当資料 より抜粋 

・ＪＡＨＩＳホームページより 医療情報システム入門 ロゴ 

 

スライド ５～８ 

・部門システム委員会内勉強会資料 より抜粋 

 ※スライド５ 「ドリンカーの救命曲線」 http://www.st-jhon.jp/gaiyo/index.php より 

 

スライド ９ 

・https://www.medis.or.jp/seminar/20171216/index.htmlより 

 

スライド １０～２４ 

・「医療機器UDIの概要とUDI規制の国際情勢」より抜粋 

  日本医療機器産業連合会 UDI委員会 三上 爾 

・「医療機器業界のICT化の展望」より抜粋 

  一般社団法人 日本医療機器ネットワーク協会 ＠MD-Net事務局 

・第三回「医療製品識別とトレーサビリティ推進協議会」資料 より抜粋 

※資料の出典 まとめ 
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