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各  位 

公益社団法人 全日本病院協会 

会 長 猪口 雄二 

医療の質向上委員会 

委員長 永井 庸次 

 

2020年度「医療 ITの今後 －FHIR の動向を含めて－」研修会 

開催のご案内（WEB参加も可） 

 

平素は、本会事業活動につきまして、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申しあげます。 

さて、当協会医療の質向上委員会では、各医療機関における医療の質向上、経営の質向上

を目的として、病院情報システムに関する検討を進めてまいりました。 

医療 IT の相互運用性、携帯性、2次利用を目的に標準化が検討されています。 

米国の HL7協会は、2018年 9月、電子保健医療情報の相互運用性に関わる標準規格「FHIR 

（Fast Healthcare Interoperability Resources）」を活用して、データ共有の向上を目的と

する「ダビンチ・プロジェクト」を開始しました。我が国においても、「電子処方箋の本格運

用に向けた実証事業」で、FHIR を基盤とした電子処方箋管理システムが構築されています。

FHIR は、EHR (Electronic Health Record),PHR (Personal Health Record)の基盤として、

SS-MIX2（Standardized Structured Medical Information eXchange 2）とは異なる意義があ

ります。 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、わが国だけではなく国際的にも医療 IT

の標準化は喫緊の課題となっています。また、AIの医療への活用も重要な課題であり、その

プラットフォームとしての電子カルテに FHIR を導入する動きがわが国でも出てきました。 

このように、医療情報の標準規格としての FHIR の動向が急速に注目されており、医療 IT

の今後の方向性と海外医療機関の医療戦略の動向も含めて、下記のとおり標記研修会を開催

することにいたしました。 

また、新型コロナウィルス感染症の経緯に鑑み、開催方式をハイブリッド方式（会場参加・

Zoom ウェビナーによる Web 参加いずれも可）での開催といたします。 

会員の皆様方におかれましては、関係職員のご参加につきまして、ご高配のほど宜しくお

願い申し上げます。 

記 

１．主催：（公社）全日本病院協会 

２．日時：2020年 11月 22日（日）13：00～16：40 

３．会場：①全日本病院協会 大会議室 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル 7階 

JR総武線・都営三田線「水道橋」駅下車 徒歩４分 

TEL：03-5283-7441 FAX：03-5283-7444 

②WEB（Zoom） 

アクセスQRコー

 



 

４．プログラム（予定・一部変更の可能性あり）： 

開始 終了 概 要 講師・演者（敬称略） 

13:00 13:05 開会挨拶 
全日本病院協会 理事 

飯田 修平 

13:05 13:15 趣旨説明 
練馬総合病院 理事長 

飯田 修平 

13:15 13:45 病院が医療 ITに期待すること 
ひたちなか総合病院 名誉院長 

永井庸次  

13:45 14:15 
ヒトと技術が協調する未来の 

ヘルスケア・医療 

株式会社日立製作所 

宇賀神 敦 

14:25 14:35 休憩 

14:35 14:55 
AIホスピタルのめざす姿と FHIR 

の運用可能性 

株式会社日立製作所 

森下 賢 

15:05 15:25 
標準化推進による医療の新たな 

可能性 

日本医師会総合政策研究機構  

吉田 澄人 

15:25 15:45 
電子カルテベンダによる FHIR 

への取り組み 

株式会社ソフトウエア・サービス 

第二システム部 標準規格推進責任者

森 誠人 

15:45 16:15 
諸外国における病院の 

AI/デジタル利活用調査 

三井物産株式会社 

鈴木 正暢 

16:15 16:35 質疑応答  

16:35 16:40 閉会挨拶 
全日本病院協会 常任理事 

永井 庸次 

 

５．参加料：会 員 5,000円（税込 5,500円） 

非会員 8,000円（税込 8,800 円） 

６．定 員：100名 

７．申込方法： 

≪WEB で申込みの場合≫ 

①全日本病院協会ホームページ(https://www.ajha.or.jp/)より 

「教育研修」を選択し、本研修の申込み画面をお開きください。 

※スマートフォンをお持ちの方は右記 QR コードよりアクセス可能です。 

※すでに定員に達している場合お申込みいただけない場合がございます。 

②研修申込み画面より必要事項を入力し、受講者情報を送信してください。 

※送信後、ご登録頂いたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きま 

す。送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

 

お申込み用 QR コード 

 
※お手持ちのスマートフォン等で

読み取ると直接申込フォームへア

クセスできます。 



 

≪WEB 以外での申込みの場合≫ 

①WEB 以外でお申込みの場合は FAX での申込となります。別紙申込書に必要事項をご記 

入のうえ FAX 03-5283-7444 にてお申し込み下さい（必ずメールアドレスの記載をお 

願いします）。 

②申込書の情報を事務局で WEB システムに入力後、ご登録のメールアドレスへ到着確認 

メールをお送りします。 

③申込受理後、ご登録のメールアドレスへ振込先等を記載した申込確認メールが届きま 

す。送付された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日までにお振込ください。 

（送信日より 3 営業日経過いたしましても返信が無い場合、大変お手数ございますが、 

下記お問い合わせ先までご連絡ください。） 

８．締切日：2020年 11月 16日（月）（定員に達し次第、締切となります） 

９．取り消し等：登録情報や参加者の変更、キャンセルにつきましては、下記お問合せの 

メールアドレスまでご連絡ください。 

※接続テストや資料準備の関係から、11月 16日（月）以降の参加方式の 

変更は承れません。 

※ご入金後の参加費の返金はいたしませんのでご了承ください。資料の発 

送をもってかえさせていただきます。 

10．問合せ先：(公社)全日本病院協会事務局 （吉田・向井） 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 住友不動産猿楽町ビル７Ｆ 

E-mail：dpc@ajha.or.jp 

11．そ の 他：ご宿泊、交通につきましては各自ご手配願います。 

        参加者の個人情報は、適切に処理し、本講習会の目的以外には使用しません。 

●会場地図 

 

 

 

 

 

 

●会場 

公益社団法人 全日本病院協会 

大会議室 

東京都千代田区神田猿楽町 2-8-8 

住友不動産猿楽町ビル 7F 

TEL 03-5283-7441 

 

●電車をご利用の場合 

JR総武線・都営三田線「水道橋」駅 

下車 徒歩 4分 

  



ＦＡＸ ０３－５２８３－７４４４ 

 

＜ 別紙 ＞ ※WEB での申込が不可能な場合のみこちらの用紙をご利用ください 

 

2020 年度「医療 IT の今後 －FHIRの動向を含めて－」研修会 

参 加 申 込 書 

＜申込締切 11月 16日（月）＞ 

※楷書にて正確にご記入ください 

病院名 
 

住 所 

〒    － 

ＴＥＬ （     ）     － 

ＦＡＸ （     ）     － 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

※必須 

 

 

※記載なしの場合は無効になります。 

参加方法 
 

会場参加  ・  WEB参加 
※いずれかに○をお願いします。 

参加者 

氏 名（フリガナ） 職種 所属部署・役職 

   

 

【申込書送付先・問合せ先】 

公益社団法人全日本病院協会事務局 （吉田・向井） 

E-mail：dpc@ajha.or.jp 

 

※１施設より複数名申込の場合には本紙をコピーするか、当協会ホームページより申込書 

をダウンロードしてください。 

※事務局にてご申込内容確認後、メールにて「研修会参加確定の連絡・参加費振り込みの 

お願い」をお送りいたしますので、送信された案内をご確認のうえ、参加費を指定期日 

までにお振込ください。なお、参加申し込み後、１週間たっても研修会参加確定の連絡・ 

参加費振り込みのお願い」のメールが届かない場合は、上記問合せ先に記載されている 

メールアドレスまでご連絡ください。 

※参加料のご入金確認をもって、参加申込手続き完了とさせていただきます。 

※接続テストや資料準備の関係から 11月 16日（月）以降の参加方式の変更は承れません。 


