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1. JAHIS標準類の制定について

3

昨年度業務報告会（2021年3月10日）以降に制定した
「JAHIS標準」 および 「JAHIS技術文書」 について
概要をご紹介します。

制定済みのJAHIS標準類は下記URLにて公開しております。
 JAHIS標準 https://www.jahis.jp/standard/id=87?contents_type=33
 JAHIS技術文書 https://www.jahis.jp/standard/id=88?contents_type=33
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JAHIS標準類について
JAHISでは、作成する標準類を下記の２区分に分けて制定しています。
(1) JAHIS標準 ・・・・・・・ 技術的標準として定めた文書
(2) JAHIS技術文書 ・・・ JAHIS標準に準ずる文書

JAHIS規程3001号 「JAHIS標準類の制定等に関する規程」 による定義
（JAHIS標準）
第3条 JAHIS標準とは、保健医療福祉情報システム分野の特定項目に関して技術的な規

範を定めた文書で、本規程に基づき制定されたものをいう。
（JAHIS技術文書）
第4条 JAHIS技術文書とは、保健医療福祉情報システム分野の特定項目に関し、技術的

な規範を定めるが医療制度等の改定に対応して既存文書の改定が必要となるもの、
技術的には確立されていないが技術的な規範を定めて運用することがこの分野にとって
有益と考えられるもの、あるいは、技術や運用の基準を示すが規範性が弱いもの等を、
本規程に基づき制定されたものをいう。

2 本会が関与する国家プロジェクトの成果については、JAHIS技術文書として制定された
ものとみなすことができる。ただし、JAHIS標準類テンプレートでの記載を必要とする。
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JAHIS規程3002号（付録）より
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JAHIS標準の制定フロー

部会承認

国内標準化
委員会承認

グループ原案

標準化案発生

作業項目案の立案
JAHIS原案

部会承認

国内標準化
委員会承認

パブリックコメント募集

JAHIS最終原案

部会承認

JAHIS標準

国内標準化
委員会承認

JAHIS標準制定



ⓒ JAHIS 2022

JAHIS規程3002号（付録）より
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JAHIS技術文書の制定フロー
技術文書テーマ発生

作業項目案の立案

部会承認

国内標準化
委員会承認

グループ原案

部会承認

国内標準化
委員会承認

JAHIS技術文書

JAHIS技術文書制定
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まもなく制定見込みのJAHIS標準
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制定した【JAHIS標準】

ID 題名 制定

21-001 JAHISヘルスケア分野における監査証跡のメッセージ標準規約
Ver.2.1 2021年5月

21-002 JAHIS内視鏡検査レポート構造化記述規約Ver.1.0 2021年8月

題名 備考
JAHIS保存が義務付けられた診療録等の電子保存ガイドラインVer.4.0 パブコメ終了
JAHISデータ交換規約（共通編）Ver.1.3 パブコメ終了
JAHIS生理検査データ交換規約Ver.3.1C パブコメ終了
JAHIS放射線データ交換規約Ver.3.2C パブコメ終了
JAHIS内視鏡データ交換規約Ver.3.2C パブコメ終了
リモートサービスセキュリティガイドラインVer.3.1 パブコメ受付中
JAHIS放射線治療サマリー構造化記述規約Ver.1.0 パブコメ受付中

2021/03/10～2022/03/06
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21-001 JAHISヘルスケア分野における監査証跡のメッセージ
標準規約Ver.2.1
医療システム部会 セキュリティ委員会

8

＜概要＞
個人情報保護法、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのための
ガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応した監査証跡の
取り扱いについて、2006年12月に標準規約を制定し、2014年3月にVer.2.0への改定を
行いました。その後、引用規格であったDICOM PS3.15が改定され、複数のイベントIDとイ
ベントタイプコードが追加され、ISO27789 (Health informatics - Audit trails for
electronic health records)の改定も行われています。
それらとの整合性を取るため、本標準規約のVer.2.1への改定を行いました。

＜改定の目的＞
引用規格であったDICOM PS3.15 の改定により生じた、JAHIS標準内で定義している
イベントID やイベントタイプコードとの不整合を解消すること。

JAHIS標準 Overview（1/2）

＜参照URL＞ https://www.jahis.jp/standard/detail/id=803
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＜概要＞
内視鏡検査依頼部門および内視鏡部門、病理部門間で相互に参照される内視鏡検査
レポートを対象とし、日本消化器内視鏡学会と連携するJED研究機構が開発した用語集
の使用を想定した標準規約を整備しました。

＜目的＞
内視鏡部門で作成するレポートの標準化により、院内、施設間での相互運用性を高め治
療効果向上、医療安全に寄与すること。

JAHIS標準 Overview（2/2）
21-002 JAHIS内視鏡検査レポート構造化記述規約Ver.1.0

医療システム部会 検査システム委員会

＜参照URL＞ https://www.jahis.jp/standard/detail/id=824
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制定した【JAHIS技術文書】

ID 題名 制定

21-101 JAHIS看護データセット適用ガイド 看護行為編Ver.1.0 2022年1月

21-102  JAHIS地域医療連携の評価指標に関するガイドVer.1.0 2022年2月

2021/03/10～2022/03/06

まもなく制定見込みのJAHIS技術文書
題名 備考

JAHIS院外処方箋２次元シンボル記録条件規約Ver.1.7 診療報酬改定対応
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＜概要＞
電子カルテシステム等に含まれる看護指示・実施記録情報のシステムリプレース及び地域連
携における相互運用性向上のためのデータセット、並びにデータ受け渡しのためのファイル形式
を定義しました。

＜目的＞
医療情報システムにおける看護関連情報の共有及びリプレース時の継承、継承のための作業
工数低減、看護情報の地域連携及び利活用に寄与すること。

JAHIS技術文書 Overview（1/2）
21-101 JAHIS看護データセット適用ガイド 看護行為編Ver.1.0

医療システム部会 部門システム委員会

＜参照URL＞ https://www.jahis.jp/standard/detail/id=839
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＜概要＞
2019年10月に会計検査院からの指摘を受け、厚生労働省からも「地域医療情報連携
ネットワークの現状について」が出ており、各地域医療連携ネットワークでは都道府県にアクセ
ス数を報告する運用が開始されています。
しかしながら、各地域医療連携ネットワークに導入されたシステムにより、アクセス数の算出基
準が異なるため、必ずしも各地域の地域医療連携ネットワークの利用状況を正しく把握でき
ていません。そこで、ベンダーの垣根を超えて地域医療連携ネットワーク間で比較可能な指標
の算出方法の提示を行い、標準化を図ります。

＜目的＞
1. 各地域医療連携ネットワークシステムの評価指標の算出方法を統一し、都道府県への
提出や、地域間での比較を容易にすること。

2. 各指標の特徴を明確にし、各地域で利用状況の評価、および改善点を検討する上で、
指標の正しい使い方を理解しやすくすること。

JAHIS技術文書 Overview（2/2）
21-102 JAHIS地域医療連携の評価指標に関するガイドVer.1.0

保健福祉システム部会 地域医療システム委員会

＜参照URL＞ https://www.jahis.jp/standard/detail/id=850
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2. 委員会活動トピックス
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今年度の国内標準化委員会活動におけるトピックスについて、
ご紹介します。
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HELICS協議会チュートリアル
第25回日本医療情報学会春季学術大会でのHELICS協議会主催のチュートリアルにて、
標準化活動におけるJAHISの取り組みをリモートで紹介しました。

チュートリアル２
HELICSに求められる標準化活動を参加団体の立場から考える
開催日時 ２０２１年６月１０日（木） １３時００分～１５時００分

開催会場 第２会場（米子コンベンションセンター 会議棟２階・国際会議室）※
※ハイブリッド開催

オーガナイザー 安藤 裕
主 催 医療情報標準化推進協議会

テーマ HELICSに求められる標準化活動を参加団体の立場から考える

座 長 安藤 裕（HELICS協議会）
江本 豊（HELICS協議会）

演 者

第１部参加団体の標準規格に対する取り組み状況と今後の展望
（１）JAHISの取り組み（保健医療福祉情報システム工業会 田中 利夫）
（２）JIRAの取り組み（日本画像医療システム工業会 鈴木 真人）
（３）IHE-Jの取り組み（日本IHE協会 安藤 裕）
（４）GS１ジャパンの取り組み

（改正薬機法にみる医薬品・医療機器等の製品識別と情報連携）
（GS１ヘルスケアジャパン 落合 慈之）

（５）MEDIS-DCの取り組み（医療情報システム開発センター 山上 浩志）
（６）JSRTの取り組み（JJ1017指針 -Ver3.4改定報告-）

（日本放射線技術学会 山本 剛）

第２部データヘルス改革における厚生労働省の取組みについて
（厚生労働省 医政局 医療情報技術推進室 前田 彰久室長）
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 JAHIS標準類のカテゴリ分類表の更新
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JAHISホームページ ＞ JAHIS標準 ＞ 制定済標準

委員会活動トピックス（1/3）
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 JAHISで管理しているOSIオブジェクト識別子 (OID) の公開
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JAHISホームページ ＞ JAHIS標準 ＞ OID一覧

委員会活動トピックス（2/3）
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 JAHIS標準類文書品質チェック（校正・校閲）外部委託のトライアルを開始
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委員会活動トピックス（3/3）
 「JAHIS標準類文書での図表番号およびタイトル記載に関するガイドライン」の策定

JAHIS会員専用ページ ＞ 各種申請用紙 ＞ 標準類テンプレート・申請書

 JAHIS標準類文書品質チェック（校正・校閲）外部委託のトライアルを開始
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3. 国内標準化トピックス
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行政関連動向、HELICS協議会関連のトピックスについて、
ご紹介します。
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第8回 健康・医療・介護情報利活用検討会
（令和4年3月4日）資料2より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html行政関連動向 (1/3)
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行政関連動向 (2/3) 第8回 健康・医療・介護情報利活用検討会
（令和4年3月4日）資料2より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23904.html
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第3回健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報
ネットワークの基盤に関するワーキンググループ
（令和4年1月7日）【資料1】 標準規格準拠の電子カ
ルテ導入の推進策 より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23165.html

行政関連動向 (3/3)
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医療情報標準化指針一覧（HELICS協議会のサイト）：
http://helics.umin.ac.jp/helicsStdList.html

HELICS協議会関連

申請受付番号 提案規格名（［ ］内は提出団体名）
20211101-01 「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド

［日本画像医療システム工業会、保健医療福祉情報システム工業会］

 「医療情報標準化指針」として審査中のもの（2022年〇月〇日時点）

申請受付番号 提案規格名（［ ］内は提出団体名） 採択日

HS036 処方情報HL7 FHIR記述仕様
［日本医療情報学会］ 2022年2月28日

HS037 健康診断結果報告書HL7 FHIR記述仕様
［日本医療情報学会］ 2022年2月28日

HS038 診療情報提供書HL7 FHIR記述仕様
［日本HL7協会、日本医療情報学会推薦］ 2022年2月28日

HS039 退院時サマリー HL7 FHIR記述仕様
［日本HL7協会、日本医療情報学会推薦］ 2022年2月28日

2021年度に採択された「医療情報標準化指針」

まもなく採択される見込みの「医療情報標準化指針」
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標準化推進部会 国内標準化委員会は、
JAHIS中期計画、事業計画での方針および施策に基づき、
各部門と連携して活動を推進してまいります。

JAHIS標準類の策定および普及推進には、
関連部門／委員会／WGの皆様のご尽力とご協力が不可欠です。

今後とも、引き続き、よろしくお願い申し上げます。

最後に



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 2022

ご清聴いただきありがとうございました。
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