
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 2017 

平成２８年度業務報告会 

部 会 活 動 状 況  

平成２９年 ２月１５日 

部会長 富田 茂 

保健福祉システム部会 



 ⓒ JAHIS 2017 2 

国の政策動向 

平成２９年度の取り組み方針 

保健福祉システム部会の体制 

平成２８年度の取り組み状況 
      ・取り組み方針 
      ・活動状況（対外活動・標準化等） 



 ⓒ JAHIS 2017 3 

国の政策動向 



 ⓒ JAHIS 2017 

  

厚生労働省より 
PeOPLe（Person centered Open Platform  for wellbeinｇ)構想 
が公表された！！ 

厚生労働省 保健医療分野におけるＩＣＴ活用推進懇談会 概要 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000140201.html 

国の政策動向（１） 



 ⓒ JAHIS 2017 

第１回データヘルス改革推進本部 資料２ （平成２９年１月１２日） 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148424.html 

ターゲットは２０２０年度（平成３２年度）から本格稼働！！ 
国の政策動向（２） 



 ⓒ JAHIS 2017 6 

保健福祉システム部会の体制 



 ⓒ JAHIS 2017 

 

保健福祉システム部会 

部会長     富田 茂（ＮＴＴデータ） 
 
副部会長 成清 智常（日立製作所） 
副部会長 岩井 俊介 
       （東芝メディカルシステムズ） 
副部会長 岡田 明 （ＥＭシステムズ） 
運営幹事 松谷 正俊（ＮＴＴデータ） 
           （保健福祉システム担当） 
 
事務局部長 平井 健二 

 

委員長 森田 嘉昭   （富士通） 
 副委員長 濱島 健一    （ＮＴＴデータ） 
 副委員長 安田 典弘    （日本電気） 
 副委員長 田中 良樹    （富士通） 

  

平成２８年度 保健福祉システム部会の体制（１） 

地域医療システム委員会 

医療介護連携WG 

リーダ 光城 元博   （日立製作所）  

地域医療連携IHE－ITI検討WG 

リーダ 足立 重平   （日本電気）  

地域医療連携画像検討WG 

リーダ 北山 健児   （富士通）  

地域医療連携診療文書標準化WG 

リーダ 濱島 健一   （ＮＴＴデータ）  
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平成２８年度 保健福祉システム部会の体制（２） 

健康支援システム委員会 

健康情報技術WG 

ﾃﾞｰﾀ分析･活用ﾓﾃﾞﾙ検討WG 

委員長  鹿妻 洋之   （オムロンヘルスケア） 

 副委員長 木内 邦光  （東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ） 
 副委員長 井上 裕之    （ＮＴＴデータ） 

  

リーダ 木内 邦光  （東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ）   

リーダ 岩田 淳也  （日立製作所）   

JAHIS-日本HL7協会合同 
健康診断結果報告書規格WG 

リーダ 木内 邦光  （東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ）   
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平成２８年度 保健福祉システム部会の体制（３） 

委員長  金本 昭彦   （日本コンピュータ） 

 副委員長 今井 敏彦    （日本電気） 
 副委員長 田中 秀和    （日本電気） 
 副委員長 丸山 隆司  （富士通） 

  

福祉システム委員会 

介護保険事務処理ｼｽﾃﾑWG 

後期高齢者WG 

リーダ 坂崎 光章   （富士通）  

リーダ 岩田 孝一    （日本電気）   

国保都道府県化WG 

リーダ 大村 周久    （富士通）   

介護事業者連携WG 

リーダ 鴻谷 則和    （日立ｼｽﾃﾑｽﾞ）   

障害者総合支援WG 

リーダ 細谷 佳絵   （富士通）   

子ども子育て支援WG 

リーダ 河野 大輔    （富士通）   
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平成２８年度の取り組み状況 
      １．取り組み方針 
      ２．活動状況（対外活動・標準化等） 
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「日本再興戦略」改訂2015をＪＡＨＩＳとしても推進を図るため 
 
 １） 地域包括ケアシステムの推進のため、施設間や多職種間での連携データの標準化に向け、 
   関係省庁事業への参加や行政機関、関係団体への積極的な提言を実施  
 
 ２） 予防・健康管理の推進のため、引き続き関係機関・団体と連携し検討会等に委員を派遣により    
   健診関連システムの普及やデータヘルス計画の効果的な実施に資する活動・提言を実施 
 
 ３） 2016年から利用が開始される番号制度への各種対応に加え、現在検討が進められている医  
  療等分野における番号制度について、システム構想を提言していく。 
 
 ４） 当該分野での社会保障制度変更に対応するとともに、中長期を見据えた新テーマの設定や 
   対応した部会傘下の委員会・WG・TF等の組織編成を行う。 
  
 ５） JAHIS他部門の委員会等との連携による積極的な情報収集に基づく会員への情報提供 
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１．取り組み方針 



 ⓒ JAHIS 2017 

■厚生労働省「地域医療連携用ＩＤ(仮称）等の活用に関する調査研究」におけ 
  る 「医療等ＩＤに関する意見照会（インタビュー）」対応  
   対応期間： 平成２８年７月 
   対応内容： 医療情報連携における地域医療連携用ＩＤ（仮称）の実装方法とりまとめ

に向け、地域医療連携ネットワークの実情等を紹介 
   対応者 ： 森田 地域医療システム委員長、他  
 

■厚生労働省「地域医療連携用ＩＤ(仮称）等の活用に関する調査研究」におけ 
  る 「医療等ID検討委員会・作業班」への参画 
   対応期間： 平成２８年９月～平成２９年３月（予定） 
   対応内容： 医療情報連携における地域医療連携用ＩＤ（仮称）の具体的な運用モデ

ルやシステム要件の等の検討 
   対応者 ： 森田 地域医療システム委員長 
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２．活動状況（関係省庁１） 
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■厚生労働省「医療情報連携ネットワークにおける標準規格準拠性の検証機 

 関の実現に向けた調査研究業務」対応 （※事業企画推進室所管） 
   対応期間： 平成２８年８月～平成２９年３月（予定） 
   対応内容： 標準規格の準拠性の検証、検証機関の実現に向けた検討、地域間連携

を円滑に行うための方策と機能用件の検討等について、事業企画推進
の下で検討に参加 

   対応者  ： 森田 地域医療システム委員長、他  

 
■厚生労働省「介護のシゴト 魅力向上懇談会」への委員派遣 
   対応日時： 平成２８年１１月～平成２９年３月（予定） 
   対応内容： 介護の仕事や職場の魅力向上を更に進めるため、ICT等の活用による

業務負担の軽減、生産性の向上等について議論 
   対応者： 金本 福祉システム委員長、 畠山 介護システム委員長(医事コン部会)  
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２．活動状況（関係省庁２） 



 ⓒ JAHIS 2017 

■厚生労働省「居宅サービス事業所における業務効率化促進モデル事業」  
  調査検討委員会への参加 
   対応日時： 平成２８年１０月～平成２９年３月（予定） 
   対応内容： ＩＣＴを活用した業務プロセス効率化手法および居宅サービス事業所の

文書に関する合理化、簡素化の検討に参加 
   対応者： 金本 福祉システム委員長、 畠山 介護システム委員長(医事コン部会)  
 

■厚生労働省「保険者による健診・保健指導等に関する検討会 実務担当者に
よる特定健診・特定保健指導に関するWG」に参加  

   対応期間： 平成２６年９月～ 
   対応内容： 特定健診・保健指導における保険者間データ移動記録の保存について  
          の検討 
   対応者 ： 鹿妻 健康支援システム委員長 他  
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２．活動状況（関係省庁３） 
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■経済産業省「企業保険者が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変 
  容促進事業 交換規約検討のためのワーキンググループ」への参加 
   対応期間： 平成２８年５月～平成２９年３月（予定） 
   対応内容： 様々なデバイスを用いて計測される健康関連情報の流通、活用に向け、

そのやり取りを行う規則に係る標準化を検討するＷＧに参加 
   対応者： 鹿妻 健康支援ステム委員長、他 

15 

２．活動状況（関係省庁４） 
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■国保中央会の制度運営に貢献  
  ・国保中央会「障害者総合支援事務処理システム検討会」に参加し、障害者総合支   
   援法における自立支援給付制度の円滑な運営に貢献  
   対応期間： 平成２８年１０月～平成３０年９月（予定） 
   対応者 ： 金本 福祉システム委員長、 他 

    

■各種学会等への貢献  
  ・第３６回医療情報学連合大会における「ＭＩＲＦ（民間病院を中心とした医療情報 
   連携フォーラム）セッションにコメンテータとして参加な運営に貢献  
   対応期間： 平成２８年１１月 
   対応者 ： 光城 地域医療システム委員会医療介護連携ＷＧリーダ 

 
  ・大学病院マネジメント部門連絡会議セッションにおいて講演  
   対応期間： 平成２９年１月 
   対応者 ： 森田 地域医療システム委員長 
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２．活動状況（関係機関１） 
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■一般財団法人シルバーサービス振興会への運営に貢献  
  ・「介護分野における生産性向上に関する調査研究事業」へ委員派遣し、 
   情報の共有化に当たって必要となる情報（記録）の現状と課題、今後の在り方、 
   また医療・介護連携、多職種連携を進めるための情報共有の仕組みの構築に向け 
   た検討を実施。  
   対応期間： 平成２９年１月～平成２９年３月（予定） 
   対応者 ： 金本 福祉システム委員長 
 

■独立行政法人福祉医療機構への協力  
  ・ＷＡＭＮＥＴ事業推進専門委員に就任し、ＩＴの専門家として福祉医療機構の運営に 
   貢献 
   対応期間：平成２８年４月～平成３０年３月末（更新） 
   対応者： 金本 福祉システム委員長 
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２．活動状況（関係機関２） 
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■地域医療システム委員会におけるＷＧ活動 
  ・地域医療システム委員会におけるWGにて、地域医療連携システムに関するJAHIS 

標準/技術文書の策定/改版への取り組みを継続 
   －地域医療連携 IHE-ITI検討WG 
   －地域医療連携 画像検討WG 
     現場での技術実装に関する課題や厚生労働省請負事業「医療情報連携ネット 
     ワークにおける標準規格準拠性の検証機関の実現に向けた調査研究業務」にて 
     発生した新たなプロファイル項目について、「IHE-ITI を用いた医療情報連携基盤 
     実装ガイド本編 Ver2.0」の改定内容を検討中。 
   －地域医療連携 診療文書標準化WG 
     地域医療連携で連携ニーズが高い文書として経過記録を選定し、経過記録構造 
          化記述規約として、JAHIS標準制定に向けて作業中。 
   －医療介護連携WG 
          厚生労働省事業「在宅医療と介護の連携のための情報システムの共通基盤の 
          構築に向けた規格の策定に関する調査研究事業」にて各地域のキーパーソンに 
          ヒアリングや調査を行い、「在宅医療と介護間の情報連携におけるデータ項目仕 
          様書 Ver1.0」の改定内容を検討中。 
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２．活動状況（標準化） 
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■本委員会 
 ・毎月委員会を開催し、委員会活動状況の把握、部会運営内容協議、行事計画、事業

計画策定等実施 

 
■地域医療システム委員会 
 ・委員会を隔月で開催し、標準化や行政動向など情報提供また、配下のWGで各種の標

準化推進に向けたディスカッション等を実施 
 ・毎週１回、行政動向、医療ＩＴニュース等を会員向けにメール配信 

 
■健康支援システム委員会  
 ・検討課題発生の都度、委員会/WGを開催 
 ・ﾒｰﾙで各種の情報提供を実施 

 
■福祉システム委員会 
 ・ＷＧを中心に活動を実施 
 ・ﾒｰﾙで各種の情報提供を実施 
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２．活動状況（委員会等活動・情報提供等） 
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平成２９年度の取り組み方針 



 ⓒ JAHIS 2017 

 

○ 保健・医療・福祉・介護の連携に不可欠なＩＣＴの活用を前提とした 

   地域包括ケアシステムの推進、連携データの標準化 

     

○ 健康情報活用に向けた各種健診関連システムの普及、データヘル 

      ス計画の効果的な推進に資する提言 

 

○ 積極的な情報収集に基づく会員への情報提供、行政・関係機関等 

   に向けた積極的提言 

 

   「次世代型保健医療システム」の推進に貢献 
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平成２９年度取り組み方針（案） 



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 2017 

今後とも保健福祉システム部会への 
ご支援をよろしくお願い致します。  

ご静聴、誠に有難うございました。 
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