
参加受付
12：00～
18：00
エントランスホール

１日目：11月17日（木）

会　　場 9:00 10:00 11:00 12:00

B会場
1階

大ホールC

A会場
1階

特別会議場

C会場
1階

中ホールA

D会場
1階

中ホールB

E会場
1階

107+108会議室

F会場
2階

小ホール

G会場
2階

204会議室

H会場
2階

206会議室

I会場
2階

207会議室

展示会場
大ホールA+B

P会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA+B

J会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA

公募ワークショップ1
ユーザーの視点に立ったヘルスケア共通データモデルの提言

座長：本多正幸（千葉大学病院）
　　　島川龍載（県立広島大学）

1.飯田征昌　　2.正角暢一　　3.田澤司
4.島川龍載　　5.鈴木英夫　　　　　　

チュートリアルA-1
SS-MIX普及推進コンソーシアム

座長：竹之内喜代輝（SS-MIX 普及推進コンソーシアム）
1.城崎俊典　　2.大江修平　　3.木村通男

チュートリアルA-4
日本医療情報学会研修企画委員会

座長：山下芳範（福井大学）　　
　　　松本武浩（長崎大学病院）

1.山下芳範　　2.鳥飼幸太

チュートリアルA-2
特定非営利活動法人日本openEHR協会

座長：小林慎治（日本openEHR協会）
1.小林慎治　　2.木村映善

チュートリアルA-3
一般社団法人PHR協会

座長：鈴木淳夫（医療情報システム開発センター）
安藤裕（埼玉メディカルセンター）　

1.岡本悦司　　2.前田正信　　3.細羽実
4.永野千景　　5.森口修逸　　　　　　

チュートリアルB-1
一般社団法人日本Mテクノロジー学会
座長：土屋喬義（日本Mテクノロジー学会）
　　　本多正幸（日本Mテクノロジー学会）

1.鳥飼幸太　　2.山ノ内祥訓　　3.土井俊祐　　4.松山征嗣

チュートリアルA-5
一般社団法人医療情報標準化推進協議会
座長：江本豊（医療情報標準化推進協議会）
1.江本豊　　　2.佐々木文夫　　3.本田憲業
4.窪田成重　　5.向井まさみ　　　　　　　

チュートリアルA-7
日本HL7協会

座長：檀原一之（日本HL7協会）
1.木村通男　　2.安藝理彦　　3.木村雅彦　　4.矢原潤一

チュートリアルA-6
日本IHE協会

座長：安藤裕（日本IHE協会）　
　　　奥田保男（日本IHE協会）

1.安藤裕　　2.大森真一　　3.小林聡　　　4.関昌佳
5.島西聡　　6.本田憲業　　7.山中誠一　　　　　　

チュートリアルB-2
一般社団法人医療情報安全管理監査人協会
座長：蒲池直樹（医療情報安全管理監査人協会）
　　　岡峯栄子（医療情報安全管理監査人協会）

1.七種伸行　　2.蒲池直樹

参加受付
12：00～
18：00

エントランスホール

大学病院医療情報・企画関連部長会 日本医療情報学会理事会

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:0018:00
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大会企画1
画像・動画解析におけるAI開発と社会実装：企業の視点から

座長：工藤與亮（北海道大学病院）
中谷純（北海道大学）

1.尾藤良孝　　2.青山裕紀　　3.近澤徹

共同企画1
生活習慣病に関するデジタルデバイス/アプリの最前線（日本糖尿病学会）

座長：島田朗（埼玉医科大学）　
　　　中島直樹（九州大学病院）

1.田中彰子　　2.脇嘉代　　3.松久宗英　　4.依田佳久　　5.山下貴範

公募シンポジウム1
医療CISOの人材育成ロードマップは如何にあるべきか

座長：黒田知宏（京都大学）　
　　　齋藤勇一郎（群馬大学）

1.門林雄基　　2.紺野博行　　3.奥村明俊
4.鈴木克明　　5.鳥飼幸太　　6.谷川琢海

公募シンポジウム2
医療情報の安全な二次利用とセキュリティ基盤技術

座長：田中勝弥（国立がん研究センター）
宮地充子（大阪大学）　　　

1.山本隆一　　2.宮地充子　　3.三本知明　　4.北村光司　　5.田中勝弥

公募シンポジウム3
NDBでこんなことができる!　

―疫学から臨床研究まで　NDBを用いた研究手法の開発－
座長：高林克日己（三和病院、千葉大学）　
　 　吉村健祐（千葉大学医学部附属病院）

1.加藤源太　　2.野田龍也　　3.満武巨裕　　4.宮地秀明　　5.高林克日己

公募シンポジウム4
栄養・運動・口腔保健・休養の自己管理 - 効果測定に求められる環境を考える

座長：山田恵子（埼玉県立大学/東京大学医学部附属病院）
光城元博（電子情報技術産業協会）　 　 　 　
1.山田恵子　　2.宮沢春菜　　3.渡邊佳代
4.光城元博　　5.名田茂　　　6.長瀬嘉秀

一般口演1
広域保健医療・連携医療支援
座長：松本武浩（長崎大学病院）　　
　　　瀬戸僚馬（東京医療保健大学）

1.下村剛　　　2.赤松直樹　　　3.久島健之　　4.中村直毅
5.中山龍一　　6.高塚伸太朗　　7.小山雅之　　　　　　　

一般口演2
医療支援

座長：五味悠一郎（日本大学）　　　
　　　長瀬啓介（金沢大学附属病院）

1.段野香苗　　　2.清水康弘　　3.坂井清太郎　　4.南部恵理子
5.大山慎太郎　　6.油谷曉　　　7.花田英輔　　　　　　　　　

一般口演3
病院情報システム（医療支援）

座長：星本弘之（国立国際医療研究センター）
遠藤晃（北海道大学病院）　　　

1.松永敏明　　2.渡辺清美　　3.山下暁士　　4.山本健二
5.齊藤健一　　6.奥村幸光　　7.山上潤一　　　　　　　

ポスター1
医療支援

座長：真鍋史朗（大阪大学）
1.青木陽介　　2.勝野雄一郎
3.半田裕　　　4.石橋麻希　

ポスター2
医療アセスメント

座長：森井康博（国立保健医療科学院）
1.岩井志緒里　　2.後藤文徳
3.信太圭一　　　4.櫻井秀彦
5.星佳芳　　　　　　　　　

参加受付
8：15～18：00

エントランスホール

表
彰
式

開
会
式

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

ランチョンセミナー1
共催：エヌビディア（同）

ランチョンセミナー2
共催：ピュア・ストレージ・

ジャパン㈱  

ランチョンセミナー3
共催：インターシステムズ

ジャパン㈱　

ランチョンセミナー4
共催：㈱ファインデックス／　
　　 フィッティングクラウド㈱

ランチョンセミナー5
共催：日本マイクロソフト㈱

ランチョンセミナー6
共催：富士フイルム
　　メディカル㈱

ランチョンセミナー7
共催：アマゾン ウェブ サービス

ジャパン（同）　　 

ランチョンセミナー8
共催：NTT東日本／　　 

㈱NTT Risk  
Manager／　

　　NTT テクノクロス㈱

ランチョンセミナー9
共催：有限責任監査法人

トーマツ　　

2日目：11月18日（金）

9:00 10:00 11:00 12:00

B会場
1階

大ホールC

A会場
1階

特別会議場

C会場
1階

中ホールA

D会場
1階

中ホールB

E会場
1階

107+108会議室

F会場
2階

小ホール

G会場
2階

204会議室

H会場
2階

206会議室

I会場
2階

207会議室

展示会場
大ホールA+B

P会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA+B

J会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA

会　　場

一般口演8
医療安全

座長：白鳥義宗（名古屋大学医学部附属病院）
　寺本圭（鳥取大学医学部附属病院）

1.吉田誠治　　2.鈴木久人　　3.杉本賢人　　　4.武田理宏
5.松本武浩　　6.安部猛　　　7.佐々木典子　　　　　　　

共同企画2
運用直前　電子処方箋をめぐる諸課題を考える

（保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS））
座長：木村雅彦（保健医療福祉情報システム工業会）

池田和之（奈良県立医科大学附属病院）
1.土屋文人　　2.高田敦史　　3.太田聡司　　4.駒井理弘　　5.神澤嘉範　　6.下坪信夫

共同企画5
医学医療におけるAI応用（人工知能学会）

座長：今井健（東京大学）　　　　　
　　　古崎晃司（大阪電気通信大学）

1.高橋秀徳　　2.西田京介　　3.今村幸太郎　　4.田宮元

共同企画3
日本の医療に期待される今後の遠隔医療について

（日本遠隔医療学会）
座長：近藤博史（協立温泉病院）　　　
　　　長谷川高志（日本遠隔医療学会）

1.近藤博史　　2.亀井智子　　3.中西智之　　4.木村穣　　5.林知子

公募シンポジウム5
サイバー攻撃から診療記録を守るために何をするべきか？

座長：近藤博史（協立温泉病院）　　　
　　　長谷川高志（日本遠隔医療学会）

1.近藤博史　　2.長谷川高志　　3.山本隆一　　4.田中彰子

共同企画4
病院の基盤設備としてのこれからの電波利用

（総務省　総合通信基盤局）
座長：小笠原克彦（北海道大学）

1.瀬田尚子　　　2.花田英輔　　3.廣田健一
4.福田香奈絵　　5.播口仁朗　　　　　　　

公募ワークショップ4
多施設臨床研究を加速する診療録共通基盤の進展

FHIR Questionnaireによる診療テンプレートの定義とJASPEHR
座長：波多野賢二（国立精神・神経医療研究センター）

美代賢吾（国立国際医療研究センター）　
1.石井雅通　　2.高橋光政　　3.岡田靖士
4.滝沢一輝　　5.垣内圭介　　6.岡田昌史

公募ワークショップ2
RRSへの臨床現場への対応

―病院情報システムを用いた診療補助の可能性―
座長：白鳥義宗（名古屋大学医学部附属病院）

山本康仁（都立広尾病院）　　　
1.藤谷茂樹　　2.木村哲也　　3.岡垣篤彦　　4.山本康仁

共同企画6
地域の医療構想を支援するためのオープンデータを用いた医療需要と提供を

可視化する具体的な手法の検討（日本医業経営コンサルタント協会）
座長：宮原勅治（岡山県備北保健所）
　　　櫃石秀信（川崎医療福祉大学）

1.宮原勅治　　2.石川ベンジャミン光一　　3.藤森研司
4.小塩誠　　　5.杉原博司　　　　　　　　　　　　　

共同企画7
標準化退院時サマリーの利活用とさらなる洗練 

～患者健康情報把握の核へ～（日本診療情報管理学会）
座長：高橋長裕（ちば県民保健予防財団総合健診センター）

岡田美保子（医療データ活用基盤整備機構）　
1.大江和彦　　2.栗原幸男　　3.渡邉直　　4.宇都由美子

公募ワークショップ3
新世代RFIDと従来型情報メディアの

共生による臨床現場の安全改革
座長：保坂良資（湘南工科大学）
　　　脇坂仁（防衛医科大学校）

1.保坂良資　　　2.奥田厚子　　3.海野泰　
4.竹内伸太郎　　5.脇坂仁　　　6.瀬戸僚馬

一般口演4
広域保健医療・連携医療支援

座長：岡田美保子（医療データ活用基盤整備機構）
仲野俊成（関西医科大学）　　　　　

1.阿部祐来 　　　　　　　　2.三橋利晴 　　　　　3.山下晃平　　4.坂口夢羽斗
5.Syed Mahfuz Al Hasan　　6.Jennifer Saulam　　7.木村倫人　　8.山澤順一　

一般口演7
広域保健医療・連携医療支援
座長：成清哲也（広島国際大学）　　
　　　石川智基（医療経済研究機構）

1.藤井誠　　　2.明神大也　　　3.藤林和俊　　　　4.岡本悦司
5.三田岳彦　　6.末永真由美　　7.タンメイメイ　　8.不破沙織

一般口演5
医療支援

座長：武田理宏（大阪大学）
　　　安德恭彰（大分大学）

1.中津井雅彦　　2.演題取り下げ　　3.山下幸司　　4.萩原郁哉
5.榎本駿平　　　6.星佳芳　　　　　7.栗原幸男　　　　　　　

一般口演6
セキュリティとプライバシー保護

座長：平松治彦（国立循環器病研究センター）
岩穴口孝（鹿児島大学病院）　　

1.岡田幸枝　　2.浅井延洋　　3.向井頼貴　　4.田中勝弥
5.吉田真弓　　6.張一凡　　　7.近藤岳晴　　　　　　　

ポスター3
病院情報システム（運用管理）

座長：河添悦昌（東京大学）
1.叶谷信治雄　　2.井稔　　
3.小川伸一郎　　4.中原孝洋
5.山岡紳介　　　6.山下芳範

ハイパーデモ
座長：寺下貴美（群馬県立県民健康科学大学）

1.米山暁夫　　2.松本智晴
3.佐藤重治　　4.木村雅彦
5.亀田義人　　　　　　　

ポスター5
病院情報システム

座長：山下暁士（名古屋大学医学部附属病院）
1.臼井哲也　　2.安德恭彰　　　3.菊地徹矢
4.中村直毅　　5.奈須野文槻　　　　　　　

ポスター4
画像情報・知識工学・標準化
座長：上杉正人（北海道情報大学）
1.演題取り下げ　2.神保岳大　
3.森川大翔　　4.佐藤洋子　
5.渡邊佳代　　6.相良かおる

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

情
報
交
換
会（
懇
親
会
）
　サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
園

　19
時
〜
21
時
予
定

　

※

会
場
よ
り
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
運
行

スイーツセミナー1
共催：テクノブレイブ㈱

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:0018:00
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学会企画1
臨中ネットの出口戦略と本邦のRWD利活用の発展への貢献

座長：武田理宏（大阪大学）　　　　　　　　　　
　　　岡田美保子（医療データ活用基盤整備機構）

1.中島直樹　　　2.楠岡英雄　
3.野村由美子　　4.小笠原克彦

大会企画2
北海道における医療・介護情報共有のシステムの在り方

座長：民谷健太郎（北海道厚生局）
　　　谷祐児（旭川医科大学病院）

1.佐古和廣　　2.増田陽介　　3.民谷健太郎
4.守屋潔　　　5.高橋肇　　　　　　　　　

共同企画8
医療現場での無線通信利活用における諸課題 

-製造現場の事例に学ぶ-
（国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT））

座長：花田英輔（佐賀大学）
1.大須賀徹　　2.雨海明博　　3.中島健智

公募ワークショップ5
オンライン診療で実現する次世代型医療

-オンライン診療の価値と可能性-
座長：松本武浩（長崎大学病院）　
　　　武藤真祐（医療法人鉄祐会）

1.吉嶺裕之　　2.古川奈津子　　3.大橋博樹
4.松本武浩　　5.武藤真祐　　　　　　　　

学会長・大会長講演
社会基盤としての医療情報の役割

座長：今井健（東京大学）
1.小笠原克彦

一般口演9
病院情報システム（FHIR）

座長：中山雅晴（東北大学）　　　　　　　　
　　　横田慎一郎（東京大学医学部附属病院）

1.鳥飼幸太　　2.青木美和　　3.西野克彦
4.玉井郁夫　　5.土井俊祐　　6.山下芳範

一般口演10
医療アセスメント

座長：栗原幸男（高知大学）
　　石田博（山口大学）

1.菅野沙帆　　2.中村敦　　　3.大橋和貴　　4.石川智基
5.北龍樹　　　6.坂東恭平　　7.森井康博　　8.岡田佳築

一般口演11
薬剤情報システム

座長：池田和之（奈良県立医科大学附属病院）
折井孝男（NTT東日本関東病院）

1.福森勇人　　2.尾関理恵　　3.和田良浩
4.金山湧貴　　5.川上幸伸　　6.古橋寛子

一般口演12
標準化

座長：三原直樹（広島大学病院）
　　　山下貴範（九州大学病院）

1.森田周作　　2.小松雅代　　　3.石井雅通　　　4.亀井純子
5.渡邊佳代　　6.朝田委津子　　7.坂井亜紀子　　8.河添悦昌

一般口演13
画像情報・生体信号処理

座長：田中勝弥（国立がん研究センター）
平田健司（北海道大学）　　

1.櫻井理紗　　2.岸本和昌　　　3.伊藤彰仁　　4.横山晃士
5.金山聡美　　6.西本真太朗　　7.中沢一雄　　　　　　　

ポスター6
病院情報システム

座長：岡本和也（フィッティングクラウド株式会社）
1.日下部龍巳　　2.上野祐一郎
3.長江祐吾　　　4.井藤秀明　
5.鶴岡優里　　　6.大伴哲治　

ポスター7
教育・研修

座長：佐藤大（東北医科薬科大学）
1.長﨑智史　　2.中村健　
3.兵頭勇己　　4.小村晃子
5.西本尚樹　　　　　　　

参加受付
8：15～18：00

エントランスホール

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

会　　場 9:00 10:00 11:00 12:00

3日目：11月19日（土）

B会場
1階

大ホールC

A会場
1階

特別会議場

C会場
1階

中ホールA

D会場
1階

中ホールB

E会場
1階

107+108会議室

F会場
2階

小ホール

G会場
2階

204会議室

H会場
2階

206会議室

I会場
2階

207会議室

展示会場
大ホールA+B

P会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA+B

J会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA

公募シンポジウム9
口腔・歯科領域の医療情報プラットフォームの構築

座長：野崎一徳（大阪大学歯学部附属病院）
1.井田有亮　　2.塩川康成　　3.水野健一　　4.木下淳博

大会企画3
ビッグデータ・AIが拓く未来の医学・医療

座長：荻島創一（東北大学）
　　　中谷純（北海道大学）
1.田中博　　2.平田健司

学会企画2
日本医療情報学会医療情報総合戦略研究部会活動報告
－医療情報の政策提言・学術構想を中心とした意見交換－
座長：中島直樹(日本医療情報学会医療情報総合戦略研究部会部会長)

小笠原克彦(日本医療情報学会代表理事)　　　　　　　
1.横井英人　　2.今井健

公募シンポジウム6
RWE創出基盤「臨中ネット」への期待と課題

座長：白鳥義宗（名古屋大学医学部附属病院）
戸高浩司（九州大学病院）　　　

1.松木絵里　　2.宮原冬佳　　3.吉田直樹
4.大江和彦　　5.青柳吉博　　6.今泉貴広

大会企画4
医療情報技師育成事業20周年記念ワークショップ1

「医療情報技師育成事業のあり方を考える」
ーこれまでの10年を振り返ってこれからの10年を展望する－

共同企画9
医療機関における標準バーコード・RFID導入のための具体的方策

何を考え、どこから取り組み、何を目指すか（GS1 Japan）
座長：美代賢吾（国立国際医療研究センター）

落合慈之（東京医療保健大学）　
1.稲場彩紀　　2.渡邉勝　　　3.武田理宏
4.白石裕雄　　5.美代賢吾　　　　　　　

大会企画5
医療情報技師育成事業

20周年記念ワークショップ2
「医療情報技師会のあり方を考える」
- これまでの10年を振り返って
これからの10年を展望する -

座長：下川忠弘（全国医療情報技師会連絡協議会）
相坂琢磨（東京医科大学）　　　　　

1.大沼洋則　　2.岡田謙二郎　　3.原瀬正敏　　4.高井康平
5.中田悠太　　6.渡邉春美　　　7.吉田誠治　　8.川田康友

公募ワークショップ6
薬剤関連情報分野におけるDX推進
～社会基盤としてのICT化された医薬品情報を考える～
座長：若林進（杏林大学医学部付属病院）

小林道也（北海道医療大学）
1.若林進　　　2.荒川隆之　　3.上田彩
4.神崎浩孝　　5.佐古卓人　　　　　　

一般口演16
医療データ解析

座長：赤澤宏平（新潟大学医歯学総合病院）　　　
　　　中島典昭（国立がん研究センター中央病院）

1.境泰道　　2.岩穴口孝　　3.井上隆輔　　4.中村泰明
5.平野靖　　6.今泉貴広　　7.中原英里　　　　　　　

一般口演14
看護情報システム

座長：村岡修子（NTT東日本関東病院）
石垣恭子（兵庫県立大学）

1.疋田智子　　2.宇都由美子　　3.西田菜都子
4.長野美紀　　5.山下佳子　　　6.松本かな　

公募シンポジウム7
医療DXにおける薬がかかわる

医療情報システムのあり方と薬剤師への期待
座長：小枝伸行（八尾市立病院）　　　　　　
　　　池田和之（奈良県立医科大学附属病院）

1.山中理　　　2.西川満則　　3.楢林敦
4.瀬戸僚馬　　5.土屋文人　　　　　　

一般口演17
教育・研修

座長：内藤道夫（鈴鹿医療科学大学）
堀謙太（兵庫医科大学）

1.小野保　　　2.高見美樹　　3.北村弘江　　4.窪田和巳　
5.髙田知裕　　6.原田眞宏　　7.向原強　　　8.小牧祥太郎

公募シンポジウム8
歯科診療現場での医療ICTの現状と貢献と普及と課題

座長：森本徳明（矯正歯科 森本）
　永松浩（九州歯科大学）

1.守下昌輝　　2.永井伯弥　　3.竹田飛鳥　　4.宇佐美伸治

一般口演15
医療データ活用

座長：渡邉直（医療情報システム開発センター）
今井健（東京大学）　　　　　　　

1.小田稔彦　　2.柳澤幸子　　3.趙子泰　　4.村田泰三
5.松本聡子　　6.中島典昭　　7.野口怜　　8.関倫久　

ポスター8
医療データ解析

座長：谷川雅俊（香川大学医学部附属病院）
1.布施翼　　2.井口拓己
3.胡淇瑞　　4.木下琢也

共同企画10
生活習慣の変容と慢性腎臓病：社会実装を見据えた

デジタルヘルスアプリの展望（日本腎臓学会）
座長：岡田浩一（埼玉医科大学）

石田博（山口大学）
1.今澤俊之　　2.脇嘉代　　　3.佐竹晃太
4.山本陵平　　5.飯村康夫　　　　　　　

教育講演
社会医学系専門医・指導医講習会
座長：松村泰志（大阪医療センター）
1.松村泰志　　2.白鳥義宗　　3.澤智博

一般口演18
画像処理・生体信号処理

座長：近藤博史（協立温泉病院）
　　　竹村匡正（兵庫県立大学）

1.張家豪　　　2.松田卓也　　3.田中希和
4.渋谷俊之　　5.安渡大輔　　6.田中裕貴

ポスター9
セキュリティとデータベース
座長：橋本智広（大津赤十字病院）
1.石井晃　　　　2.山田拓史
3.田中勝弥　　　4.大美賀陸
5.新實夕香理　　6.江上隆幸

ポスター10
電子カルテ

座長：藤田健一郎（京都大学）
1.大江和彦　　2.西川彰則
3.松本武浩　　4.高橋国人
5.政岡祐輝　　6.酒田拓也

ポスター11
看護情報システム・電子カルテ
座長：山田章子（大阪医療センター）
1.水口和也　　　2.横関恵美子
3.坂東委久代　　4.高見美樹　
5.佐藤崇　　　　6.岡部春香　

座長：五味悠一郎（日本大学）　　　　　　　　　　
　　　向井まさみ（国立がん研究センター中央病院）

1.成清哲也　　2.瀬戸僚馬　　3.池田和之
4.片山一重　　5.光城元博　　　　　　　

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

ランチョンセミナー10
共催：ヴイエムウェア㈱

ランチョンセミナー11
共催：NEC

ランチョンセミナー12
共催：リコージャパン㈱

ランチョンセミナー13
共催：㈱インテック

ランチョンセミナー14
共催：PHC㈱

ランチョンセミナー15
共催：サトーヘルスケア㈱

ランチョンセミナー16
共催：インテル㈱

ランチョンセミナー17
共催：テクノブレイブ㈱

ランチョンセミナー18
共催：GEヘルスケア・ジャパン㈱

スイーツセミナー2
共催：アライドテレシス㈱

スイーツセミナー3
共催：シスコシステムズ（同）

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:0018:00
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大会企画6
添付文書の電子化（利用者側）から次の段階へ - そのためには -

座長：岡田美保子（医療データ活用基盤整備機構）
折井孝男（NTT東日本関東病院）　　

1.中井清人　　2.渡邊大記　　　3.葛葉里奈
4.佐藤弘康　　5.岡田美保子　　　　　　　

共同企画11
医療DX－市民・臨床・学術・産業・国家が打ち出す 電子カルテ改革の展望

（メディカル・エクセレンス・ジャパン（MEJ））
座長：笠貫宏（MEJ理事長・内閣府健康・医療戦略参与）

美代賢吾（国立国際医療研究センター）　　
1.堀恵　　　2.上田尚弘　　3.田中彰子
4.松尾茂　　5.的場哲哉　　6.武藤真祐

共同企画12
電子カルテ上のアラートの在り方を考える

～アラート疲労とその対策～（医療の質・安全学会）
座長：武田理宏（大阪大学）　　　　　　　　　　　　　　
　　　中村京太（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

1.中村京太　　2.武田理宏　　3.池田和之
4.石田博　　　5.滝沢牧子　　6.中山典幸

共同企画13
放射線診療における安全管理を情報システムから再考する

（医用画像情報専門技師共同認定育成機構・日本放射線技術学会）
座長：木村通男（浜松医科大学）

　　坂本博（東北大学病院）
1.川眞田実　　2.青木陽介　　3.坂野隆明　　4.原瀬正敏

海外特別講演
Informatics Infrastructure for

the Collaborative Development
and Maintenance of ICD-11

座長：中谷純（北海道大学）
1.Samson W. Tu

公募ワークショップ7
メタバースにおける医療情報の位置づけ

座長：藤田卓仙（慶應義塾大学）
1.藤田卓仙　　2.馬渕邦美　　3.杉村雅文　　4.落合孝文

一般口演19
電子カルテ・EHR/PHR

座長：鈴木隆弘（千葉大学医学部附属病院）
　　　大佐賀敦（秋田大学医学部附属病院）

1.川上勲　　　2.藤堂健世　　3.北村和之　　4.西川彰則
5.山田章子　　6.楢林敦　　　7.島川龍載　　8.松山知弘

一般口演20
データベース・データウェアハウス

座長：荻島創一（東北大学）　　　　　　　
　　　土井俊祐（東京大学医学部附属病院）

1.岡本潤　　　2.向井まさみ　　3.谷川雅俊　　4.湯浅竣介
5.古賀龍彦　　6.樋口千洋　　　7.伊藤眞里　　8.黒田正孝

一般口演21
医療データ解析

座長：鳥飼幸太（群馬大学医学部附属病院）
　　　野崎一徳（大阪大学歯学部附属病院）

1.青柳吉博　　2.松居宏樹　　3.間島行則　　4.横田賢一
5.田中達也　　6.菊池愛美　　7.荒木賢二　　8.川瀬陽平

一般口演22
病院情報システム

座長：黒田知宏（京都大学）　　　
　　　谷祐児（旭川医科大学病院）

1.下川忠弘　　2.榊原祥裕　　3.小西正三　　4.久喜誠一　
5.田村豊　　　6.鈴木一洋　　7.松本省二　　8.坂本千枝子

ポスター12
広域保健医療・連携医療支援
座長：三上史哲（香川大学医学部附属病院）
1.田中武志　　2.渡邊亮　　
3.大野実　　　4.池田明日香
5.渡邊智　　　　　　　　　

ポスター13
COVID-19

座長：渡邊亮（神奈川県立保健福祉大学）
1.山本佳治　　2.佐藤菊枝
3.相澤春香　　4.吉田暁　
5.佐藤大　　　6.谷川琢海

ポスター14
薬剤情報システム

座長：佐藤弘康（帯広厚生病院）
1.古田精一　　　2.加藤瑛一
3.永田健一郎　　4.本多立　
5.井上達也　　　6.池田賢二

公募ワークショップ8
デジタル田園健康特区を通じた医療DXへの期待

座長：阿曽沼元博（順天堂大学）
　　　藤田卓仙（慶應義塾大学）
1.阿曽沼元博　　2.須田万勢
3.牧尉太　　　　4.落合孝文

参加受付
8：15～
14：00
エントランス

ホール

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

4日目：11月20日（日）

会　　場 9:00 10:00 11:00 12:00

B会場
1階

大ホールC

A会場
1階

特別会議場

C会場
1階

中ホールA

D会場
1階

中ホールB

E会場
1階

107+108会議室

F会場
2階

小ホール

G会場
2階

204会議室

H会場
2階

206会議室

I会場
2階

207会議室

展示会場
大ホールA+B

P会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA+B

J会場
（ポスター・HyperDemo）

大ホールA

産官学連携企画
電子処方箋から始まる医療DX

座長：新垣淑仁（保健医療福祉情報システム工業会）
池田和之（奈良県立医科大学附属病院）
1.伊藤建　　2.新垣淑仁　　3.池田和之

共同企画14
ePathにおける取組みと普及に向けた展望（日本クリニカルパス学会）

座長：副島秀久（済生会熊本病院）
　　中島直樹（九州大学病院）

1.山下貴範　　2.中熊英貴　　3.嶋田元
4.松本崇志　　5.野原康伸　　　　　　

公募シンポジウム10
ICD-11国内適用に向けた作業の進捗と課題

座長：今村知明（奈良県立医科大学）
大江和彦（東京大学）　

1.渡三佳　　　2.川口陽子　　3.井上茂亮　　4.小川俊夫
5.向野雅彦　　6.山本隆一　　7.今井健　　　　　　　　

公募ワークショップ9
本格化するHL7 FHIRの活用と、普及に向けた課題と展望

座長：中山雅晴（東北大学）　　
　　　田中良一（岩手医科大学）

1.土井俊祐　　2.塩川康成　　　3.木村映善　　4.田中良一
5.鳥飼幸太　　6.上中進太郎　　7.美代賢吾　　8.武田理宏

一般口演23
知識工学

座長：横井英人（香川大学医学部附属病院）
谷川原綾子（北海道科学大学）

1.大瀧洋子　　2.柴田大作　　3.妹尾隆徳
4.張洪健　　　5.和田聖哉　　6.市川花菜

一般口演24
データベース・データウェアハウス

座長：向井まさみ（国立がん研究センター中央病院）
上村幸司（国立循環器病研究センター）

1.石田博　　　2.諸橋朱美　　3.真鍋史朗　　　4.熊谷千尋
5.三谷知広　　6.髙橋輝　　　7.笠原あや菜　　8.上野悟　

一般口演25
医療データ解析

座長：平木秀輔（北野病院）　　　
　　　西本尚樹（北海道大学病院）

1.坂本幸平　　2.木下珠希　　3.佐立悠　　　4.遠藤太一　
5.杉浦勇希　　6.野村一磨　　7.竹下沙希　　8.長谷川泰隆

ポスター・HyperDemo展示

企業展示

閉
会
式

ランチョンセミナー19
共催：アラクサラネットワークス㈱／
　　フォーティネットジャパン（同）

ランチョンセミナー20
共催：㈱セールスフォース・ジャパン

ランチョンセミナー21
共催：中外製薬㈱

ランチョンセミナー22
共催：Rubrik Japan㈱

ランチョンセミナー23
共催：CITELINE　　　  
　　（旧社名インフォーマ 

　　　インテリジェンス（同））  

サ イト ラ イ ン

ランチョンセミナー24
共催：キヤノンメディカルシステムズ㈱

ランチョンセミナー25
共催：エプソン販売㈱

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:0018:00
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