
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 2023

標準化の普及活動について

2023年3月9日
標準化推進部会
普及推進委員会



ⓒ JAHIS 2023

agenda
• 普及推進委員会ご紹介
• 今年度の活動

–昨年度活動の振り返り（アンケート結果）
–パンフレットのメジャーチェンジ
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ⓒ JAHIS 2023

普及推進委員会の体制
• 現場最前線にいる営業マンが医療情報の標準化に対する取り組
みを理解し、積極的に提案できるよう普及活動を行う。

委員長：
富士通Japan株式会社
副委員長：
日本電気株式会社
株式会社ソフトウェア・サービス
キヤノンメディカルシステムズ株式会社
メディカルデータベース株式会社

株式会社アイセルネットワークス
タック株式会社
株式会社プラスメディ
株式会社ヘンリー
三菱電機ソフトウェア株式会社
株式会社メディサージュ
株式会社メドレー

営業中心のメンバー構成（since2010）

12社
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ⓒ JAHIS 2023

新しい討議参加メンバー

• 運営監事交代
中光さん（NTTデータ）→田中さん（キヤノンメディカル）

• 事務局交代
米納さん（NTTデータ）→柘植さん（キヤノンメディカル）

• 新規参加
飯塚さん（日本電気）、寺内さん（メディカルデータベース）
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ⓒ JAHIS 2023

今年度の活動報告
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ⓒ JAHIS 2023

昨年度活動の振り返り

参加者：281名（申込者数：375名）

回収率：34％
（回収96人、うち医療情報技師ポイント申請者73人）
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ⓒ JAHIS 2023

アンケート結果 統計・分析
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ⓒ JAHIS 2023

アンケート結果 統計・分析
４、医療情報の標準化に関連して、今後取り扱ってほしいテーマ（抜粋）
＜システム関連＞
・非標準化マスタから標準化マスタへの切替方法、標準交換規約の搭載方法
・SS-MIX2とHL7 FHIRの互換性・関連性・継続性
・FHIRで必須となるセキュリティ施策(認証認可なども)について、概要を聞いてみたいです。

＜国・政府動向＞
・国の施策と補助金情報等
・医療等IDとﾏｲﾅﾝﾊﾞｰカードの統合、地域医療連携システムへの利用の可能性について
・今回のテーマと同様に、厚労省の標準化推進状況や今後の計画、補助事業等を扱っていただきたい。

＜活用/事例＞
・PHR観点、今回の標準化観点など、データ利活用観点について
・標準化普及のその先にどういったことが実現できて病院に有用なのかをコスト面で説明できるようになりたい。
・医療標準化の実情に関するもの
・民間PHRの標準化に関する動向

＜運営要望＞
・受講アンケートについて、WORDファイルをメール送付する以外の方法（URLからアンケートに回答など）にする
・ある程度方針や方向性が明確になってから取り扱って欲しい。途中過程は営業上あまり必要ありません。
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ⓒ JAHIS 2023

アンケート結果 統計・分析
４、医療情報の標準化に関連して、今後取り扱ってほしいテーマ（抜粋）
＜医療情報の標準化以外＞
・公衆衛生、認知症等の相互運用性確保について
・ナショナルデータベース構築に向けての一歩突っ込んだテーマのご講演
・ポストパンデミックを視野に置いた感染症対策（検査の標準化、ワクチン接種証明の相互認証等）に関する
国境再開、国際協力の方向性と、産学官連携の在り方について

・医療と介護が双方向の情報連携を超えた先の目指す社会において、医療側の立ち位置と新たな役割への
考察があれば専門的なお話を伺いたいです

・サイバーセキュリティ関連について

• 次回セミナー企画時の討議追加項目
・参加者の属性把握の仕組み
・アンケート（方法、項目、内容など）
・プロモーション（媒体、メーリングリスト、サイトなど）
・セミナー目的及びKPIの再定義
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ⓒ JAHIS 2023

今年度の主な活動
• 今年度は、昨年度のWeb版マイナーチェンジを引き継ぎ、
大規模改修（メジャーチェンジ）を実施
・普及活動を考えるとパンフレット改版が重要であり、かつ作業が大掛かり
となると想定されるため、セミナー開催については、来年度にずらすことも
視野に入れたほうがいい
・3/24に認定された厚労省標準規格などもあり、大きなデザイン変更が求
められると考えられる。そのため今年やることは絶対
・行政動向セミナーや入門セミナーも開催されるため、そちらでカバーする
・パンフレット改版後、周知徹底するためのプロモーション活動や媒体への
露出なども実施しなくてはならない
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ⓒ JAHIS 2023

改版するパンフレットの絞り込み
• JAHISサイトにアップされている
オーバービューチャート（以下OVC）を改版する
・用語解説については入門編テキストでもカバーができるため、全
体概要把握のためには施設間連携も含めたオーバービューチャ
ートを作成した方がよいのではないか
・HL7-FHIRの用語解説については、昨年度セミナーでの塩川さ
んのセミナー資料をサイトにアップし、バージョンを上げていく形が
よいのではないか
・スマートデバイスで見れるものから改版するのがよいのではないか
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ⓒ JAHIS 2023

パンフレット記載内容の検討
• 国の方向性に合わせた記載内容とし、HL7ｰFHIRと
これまでの標準類とどのような関係となるかを理解しやすくする
・標準的電子カルテ、HL7-FHIRについては触れておきたいが、こ
れまでのレイアウトデザインでは難しいのではないか
・HL7-FHIR「HS036、HS037、HS038、HS039」以外に追
加する記載はないか
→NetPDI、電子処方箋→次バージョンで考えることとする
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ⓒ JAHIS 2023

メジャーチェンジ全体の進め方
• リリース目標：11月（入門編書籍2月も視野に入れて）
• HL7ｰFHIRもパンフレット掲載することを鑑み、JAHIS内有識
者として、塩川氏、小林氏に協力を仰ぐ

• 従来のOVCは、院内の医療情報システムの連携をメイン対象
範囲としていたが、今回はHL7ｰFHIRをメインとして、施設間
の連携をわかりやすく表現する
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ⓒ JAHIS 2023

従来からのOVCにFHIR４文書を追加
・電子処方箋は意識して作成したいが、処方関連の規約と
調剤薬局の配置がレイアウトで離れすぎている。
→電子カルテ中心にして、レイアウトを見直すのはどうか。
・HL7FHIRの表現方法について。
→４文書は並べて表現したほうがよいのではないか。
→４文書より、３文書６データの解釈が主流になりつつある。
・JAHIS技術文書をどこまで掲載するか
→JAHIS標準よりも参考にされているものも一部あるため、
全て削ってしまうのは妥当ではないのではないか。
→OVCの本来の目的から考えたときに、技術文書をすべて網
羅して表示する必要があるか
→長らく改版されていないものは、掲載する必要があるか
→全てを表記するのではなく、地域医療連携関連など
くくれるものをまとめてリンクを張ることで、カバーできるのでは
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ⓒ JAHIS 2023

電子カルテを中心にデザイン
医療情報システムにおける標準類オーバービューチャート
 2021年7月時点の、各システムと主要な標準類（規格・規約・マスター等）の関係を図示したものです。
 標準類を俯瞰的に表現するために、大規模医療機関で構築されるシステムを例に作成しております。

凡
例

コード／マスター
（HS xxx）

規約／仕様
（HS xxx）

規約／仕様(xx-
xxx)

規約／仕様
（HS xxx)
（xx-xxx)

厚生労働省標準規格 JAHIS標準

地域連携
システムPHR調剤薬局

電子カルテシステム

JAHIS
技術文書

放射線データ
交換規約

(HS016）
（17-002）

臨床検査ﾃﾞｰﾀ
交換規約
（HS012）
（16-004）

病名情報
データ
交換規約

（18-003）

放射線治療
データ
交換規約

（17-003）

病理・臨床
細胞データ
交換規約

(14-006)

内視鏡データ
交換規約

(17-001)

生理検査データ
交換規約

(16-005)

ICD10対応
標準病名
マスター

（HS005)

JJ1017
（HS017)

臨床検査
マスター

（HS014)

病歴管理 放射線治療 放射線検査 病理診断内視鏡検査 超音波検査 心電図検査 検体検査

診療支援
システム群 医療放射線被ばく

管理統合プロファイル
（HS035)

内視鏡
DICOM

画像データ規約
(18-005)

病理臨床細胞
DICOM画像ﾃﾞｰﾀ規約

（20-003)

病理診断ﾚﾎﾟｰﾄ
構造化記述規約
（20-004）

医療波形ﾌｫｰﾏｯﾄ
（HS028)

可搬型医療画像
（HS009）

DICOM
（HS011）

地域医療連携に
おける

情報連携基盤
技術仕様
（HS031）

患者診療情報
提供書及び
電子診療データ

提供書
(患者への情報提供）

(HS 007)

診療情報提供書
（電子紹介状）
（HS008）

内視鏡データ
交換規約

(17-001)

臨床検査データ
交換規約
（HS012）
（16-004）

処方データ
交換規約
(HS022)
（17-005）

注射データ
交換規約

（17-009）

データ交換規約
（共通編）
（20-001）

生理検査データ
交換規約

(16-005)

SS-MIX2
（HS026）

地域医療連携に
おける

経過記録構造化
記述規約

(17-007)

JAHIS
技術文書

共通/ガイドライン等

JAHIS
技術文書

「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

（20-005）

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
（17-008）

HPKI
電子認証ガイドライン
（14-005）

リモートサービス
セキュリティガイドライン

（14-005）

HPKI対応ICカード
ガイドライン
（18-001）

シングルサインオンにおける
セキュリティガイドライン

（18-004）

ヘルスケアPKIを利用した
医療文書に対する
電子署名規格
（18-006）

健康診断結果
報告書規格
（18-007）

ヘルスケア分野における
監査証跡のメッセージ

標準機薬
（21-001）

処方情報
HL7 FHIR
記述仕様
（HS036）

健康診断結果
報告書

HL7 FHIR
記述仕様
（HS037）

診療情報提供書
HL7 FHIR
記述仕様
（HS038）

退院時サマリー
HL7 FHIR
記述仕様
（HS039）

JAHIS
技術文書

データ交換規約（共通編）
（20-001）

HL7

処方データ交換規約
(HS022)
（17-005）

注射データ交換規約
（17-009）

医薬品HOTコードマスター
（HS001）

処方・注射オーダ標準用法規格
（HS027）

患者状態
アウトカム用語集
ベーシックマスター
（HS 029）

データ入力用書式
取得・提出に関する

仕様
（HS 030）

HL7CDAに基づく
退院時サマリ規約
（HS 032）

標準歯式
コード仕様
（HS 033）

口腔診査情報
標準コード仕様
（HS 034）

診療文書構造化
記述規約共通編
（20-002）

薬剤部門

放射線データ
交換規約

(HS016）
（17-002）

病名情報データ
交換規約

（18-003）

JAHIS
技術文書

・技術文書のポップアップを目立たせることができないか？
→Web上での表示は未検討のため、表現方法は別途検討する
・「標準類」との整合性を取るために、吹き出し内の技術文書の
表記を揃える。【規約名称（番号）、版数は記載しない】
例：JAHIS臨床検査データ交換規約を用いたPOCT実装ガイド(17-103)
・矢印と線の意味合いを再検討。
→矢印は双方向と片方向を再度確認、線は極力削減し、
全体としてすっきりさせたい。

・ユニバーサルカラーデザインを考慮できるか？
・部門名の記載不要。
・各項目、文字のカラーやサイズのバランスを再検討
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ⓒ JAHIS 2023

各部門システムを省略し矢印で連携を表現
・HL7FHIRに関連してSS-MIX2からしか矢印が出ていないが、
電子カルテから直接出力される矢印も追加すべき
・「調剤薬局」を表記すると、処方情報HL7FHIR記述仕様で
電子処方箋が運用されていると誤解を生まないか？
・「調剤薬局」「PHR」「地域連携システム」のオブジェクトの塊の
表記を見直し「データ活用」としてくくり、「地域医療連携」
「災害時利用」「PHR」「２次利用」と用途を下に書き連ねる。
→「データ活用」には、SS-MIX2からの矢印も表現する。
・技術文書のボタンを、「関連するJAHIS技術文書はこちら」という
リンクに変更
・SS-MIX2に含まれる交換規約は重複しているので、別の表現を
検討してみる。
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ⓒ JAHIS 2023

重複した交換規約をまとめ、矢印も再検討
・マスターコードを電子カルテの中にインクルードしたが違和感はない。
・地域医療連携関連の規約は、IHE-ITI関連なので、
HL7の中にあると違和感がある。
・同様に、SS-MIX2もインフラの要素があるため、交換規約群と
同じくくりに違和感あり。
・健康診断結果報告規約（18-007）は、CDAで構成されて
いるため、HL7群に含めてしまってもよさそう。
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ⓒ JAHIS 2023

HL7交換規約群を検討
・電子カルテの中にあった、HS032、20-002もHL7 CDAへ
・「地域連携システム」内に記載している技術仕様
（HS031、HS007、HS008）はHL7 CDAなので、
HL7の下敷きの中で表現したほうが良い。
・HL7交換規約群を
「HL7 Ver2」とし、「HL7 CDA」「HL7 FHIR」の３グループと
SS-MIX2をHL7下敷きの中に表現する。
・17-007は、共通／ガイドラインへ分類する。
・そのほか、規約の移動にともないレイアウトや矢印の変更

・次回国内標準化委員会の方々からご意見をいただく
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ⓒ JAHIS 2023

「HL7 V2」、「HL7 CDA」、「HL7 FHIR」
・HL7FHIRの4規約（文書）に対して、SS-MIX2から矢印が
出ていることに違和感があるため、4規約のオブジェクトを右端に
寄せ、JP-COREで一度受けているデザインに修正。
・HL7FHIR、HL7 V2、HL7 CDAのデザイン変更
・左上の注釈の修正（追記）
●医療情報システムに関連する標準類のうち、HL7関連の
規約を中心に作成しています。
●HL7 FHIR関連の規約については、厚生労働省標準規格に
採択されたものだけを掲載しております。

・SS-MIX2標準化ストレージから拡張ストレージへの矢印は削除
・技術文書用のリンクは「JAHIS技術文書はこちらをクリック」に
文言修正（「関連する」を削除）
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ⓒ JAHIS 2023

JAHISサイトへの掲載準備
• FIX版をもって、業者との打ち合わせを行いデザイン決定
・国内標準化委員会メンバーに確認の依頼を行ったが、修正指
摘やコメントがなかったため、11月11日時点での最終版をもっ
てFIX
・業者側への要望

＞配置や配色の最適化、ユニバーサルデザイン
＞次年度以降のマイナーチェンジへの対応が可能
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ⓒ JAHIS 2023

今後のプロモーション活動
• JAHIS会員へメーリングリストで告知
• 紙に印刷してイベントなどで配布できるようにする
・QRコードをホスピタルショウなどのイベントで拡散
→スマホで見られるように、別レイアウトを検討
・紙で配布する場合は右余白に2次元バーコードを付ける
（あくまでもWeb媒体である考え）
・SNSを活用した拡散
・Webで検索ヒット上位にくるように申請（コストかかるが）
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ⓒ JAHIS 2023 25

2022年度
普及推進委員会

「標準化の普及、認知度を高めることで
会員各企業やお客様に対して価値を提供」

「標準化が存在しているからこそ、
具体的な技術検討の議論や企業間の競争が成り立つ」

パンフレットの定期的な最新化
“メジャーチェンジの実施”

今後とも皆様方のご協力をよろしくお願いいたします



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 2023

ご清聴ありがとうございました
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