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ご挨拶

大会会長　　菅野　剛史

　第２０回医療情報学連合大会の大会長を拝命いたしましたことは，まことに光栄である

とともに，身の締まる思いであります．本２０００年を迎え，これまでを振り返ると，情

報科学の領域の発展には目を見張るものがあります．しかし，同時に医療の領域では，高

齢化，少子化の問題と，介護・福祉の環境の整備，さらに社会経済の展開に比例した医療

費の削減，医療経済への圧迫が話題とされています．しかし，情報科学の新しい展開は医

療の領域においても，山積した課題を片づけ，さらなる発展を期待するものに足ると確信

しております．皆様方の日頃のたゆまぬご研究の成果を，２１世紀へ向けて乗り遅れない

ようにと願う本大会に，是非ご発表頂き，活発な討論に参加して頂くことを期待いたして

おります．

実行委員長　　木村　通男

　論文がネット経由で入手できる今日，学術集会の意義を考え直しますと，様々な機器を

駆使したプレゼンテーションと，学会場での十分な討論が，より重要性を持つようになっ

たと考え，様々な変更をさせていただきました．
　

　・口述演題では発表に持参のＰＣをお使い頂けるように致し，発表時間は従来通りです

　　が，質疑応答を十分に設定します．

　・従来のデモセッションを発展させ，HyperDEMOとして，展示会場に机と椅子を用意

　　し，そこで各種機材を用いて，ネットワーク接続も利用しながらデモをし十分な深い

　　議論をしていただける，新しい演題カテゴリーを設けました．

　・各種カテゴリーでの優秀演題賞を設けました．
　

　運営母体の基盤強化のため，今回から当大会は日本医療情報学会主催となりますが，医

療情報学の性格を考えた時，この際，より一層，関連諸学会／団体との連携を深めるべ

く，共催に賛同いただけた学会／団体との共催企画を数多く予定しております．

　もうすぐ次世紀を迎えるにふさわしい学術集会にして参りたいと努力いたしておりま

す．どうか，ふるって演題を応募されますよう，お願い申し上げます．



開催概要

　会期：　　2000年11月23日（木・祝），24日（金），25日（土）

　会場：　　アクトシティ浜松

　言語：　　日本語（英語も可）

　

参加費：【会員】・日本医療情報学会員のほか，共催学術団体の会員も会員参加費の適応となります．

　　 　　　事前登録　（論文CD-ROMを含む）　　　　￥１１，０００

　　 　　　当日登録　（論文CD-ROMを含む）　　　　￥１３，０００

　　 　　　当日登録・１日（論文CD-ROMを含む）　　￥　８，０００

　　　　【非会員】

　　 　　　事前登録　（論文CD-ROMを含む）　　　　￥１３，０００

　　 　　　当日登録　（論文CD-ROMを含む）　　　　￥１５，０００

　　 　　　当日登録・１日（論文CD-ROMを含む）　　￥　９，０００

　　 　　　当日登録・学生（論文CD-ROMなし）　　　￥　２，０００

　　　　　（大会案内　http://www.mi.hama-med.ac.jp/jcmi2000.html)

共催学術団体（順不同）
日本医学放射線学会

日本エム・イー学会

日本診療録管理学会

日本総合健診医学会

日本病院管理学会

日本病院薬学会

日本放射線技術学会

日本臨床化学会

日本臨床検査自動化学会

日本臨床病理学会

バイオメディカルファジーシステム学会

福祉情報学会

静岡県医師会

浜松市医師会

日本臨床衛生検査技師会

日本医学図書館協会

国際医学情報センター

医療情報システム開発センター

大会事務局連絡先（演題募集の郵送先とは異なりますのでご注意下さい）

〒431-3192　静岡県浜松市半田町3600 浜松医科大学 附属病院 医療情報部

　　　　　　 第２０回医療情報学連合大会事務局

E-mail: jcmi2000@mi.hama-med.ac.jp

FAX 053-435-2769 TEL 053-435-2768　

電話での連絡はご遠慮いただきますようお願いいたします．



第２０回医療情報学連合大会（第１回日本医療情報学会学術大会）

演題募集要項
　

Ａ．公募日程
　１）演　題　申　込　締　切：　2000年６月15日（木）（郵送の場合・消印有効）

　　　　　　　　　　　　　　　　2000年６月30日（金）（Webにて・正午締切）

　２）採　　否　　　通　　知：　2000年７月31日（月）（論文集原稿の作成要項送付）

　３）採用演題論文　提出締切：　2000年８月31日（木）（必着，遅れたものは取り消しになります）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

　

Ｂ．公募内容

補足　 　

　１）ご応募いただいた抄録はプログラム委員会での審査のほか，本年より大会プログラム集にも抄録とし

　　て掲載されます．審査によってほかの発表形式をお願いすることがあります．あらかじめご了承下さ

　　い．

　２）一般口演会場では，スライド，ＯＨＰが利用できます．また，液晶プロジェクタはHD-D-Sub15ピン

　　タイプ(３列配置) ，XGA(1024×768) まで対応の機種を用意いたしますが，使用には発表者による機器

　　（ノートパソコン）の持ち込みが条件となります．昨年までとは異なり，大会側でのパソコン・ソフト

　　ウエアの準備はいたしませんので，ご注意ください．

　　また，HyperDEMO会場以外では外部へのネットワーク接続環境は提供いたしません．

　３）ポスターおよびHyperDEMOでは，発表者は学会期間中に質問等を受ける時間帯に自分の小間の前で

　　待機していただきます．この時間帯は１時間を１単位とし，１日に午前・午後の２単位を設定，会期３

　　日間６単位のうち，最低２単位を演者が選択することになります．

　４）HyperDEMOについては，本冊子の解説をご覧下さい．ここでの使用機材は発表者が準備して下さ

　　い．外部へのネットワーク接続は大会側で準備いたします．電源等も含め詳細については別途，発表申

　　込者にお知らせします．

　

　

Ｃ．優秀演題賞の表彰
　本大会の全演題の中から，総合，ベストポスター，ベストHyperDEMO，Ｕ－３５（若手奨励賞），企業

筆頭演者，の５つのカテゴリーにごとに優秀演題賞を選考，表彰いたします．日程終了後に選考委員会を開

催，翌年の日本医療情報学会シンポジウムで表彰する予定です．

（Ｕ－３５は，１９６５年４月１日以降出生の筆頭演者を対象とします．）

Ｄ．応募資格
　発表者，参加者とも日本医療情報学会員である必要はありません．どなたでも発表できます．発表者１名

につき合計２演題まで応募することができますが，同一発表形式に複数の演題を応募することはできませ

ん．

発表形式 発表時間 応募抄録字数 論文集原稿

一般口演 ８分程度 和文800字以内 Ｂ５版２ページ

ポスター ３日間展示 和文800字以内 Ｂ５版２ページ

HyperDEMO ３日間展示 和文800字以内 Ｂ５版２ページ



Ｅ．応募の条件
　本大会への応募演題の抄録ならびに論文の版権は，日本医療情報学会に帰属します．

Ｆ．演題申込要領
　以下の方法のいずれかでお申し込み下さい．なお，郵送の場合，期限後の消印があるものは開封せずに返

送いたします．またWWWの応募用のページは，締切日の正午をもって閉鎖となります．

（事務処理上，ＷＷＷによる応募にご協力下さい．）

　　

　１）WWW：大学病院医療情報ネットワーク（ＵＭＩＮ）のオンライン学術集会演題抄録登録システムを

　　　　　　　利用します．詳しくは大会ホームページ（http://www.mi.hama-med.ac.jp/jcmi2000.html）

　　　　　　　からのリンクに，オンライン登録の手続きが記載されておりますので，ご参照ください．

　　　　　　　なお，登録サーバは UMIN サイト中で運用されますが，運営は大会で行いますので UMIN 

　　　　　　　へのお問い合わせはなさらないようお願いいたします．

　　

　２）郵　送：本要項に添付した演題申込書に記入して，市販の封筒おもて面に必ず「演題申込書在中」と

　　　　　　　朱書きの上，事務局演題募集係まで郵送して下さい．宛先は演題申込書に記してあります．

　　　　　　　局留め制度を利用しているため，宅配便業者などはご利用になれません．申込書が足りない

　　　　　　　場合はコピーしてお使い下さい．

　

Ｇ．演題受領通知
　応募演題には，演題受領通知を電子メールまたは郵便はがきで発送します．募集締切後10日を過ぎても

受領通知が届かない場合は，大会事務局までお問い合わせ下さい．

　

Ｈ．採否結果通知　
　審査結果は７月31日（月）に通知の予定です．採択の場合は，論文集原稿の作成要項を郵送します．

　

Ｉ．論文集原稿作成方法
　本年から論文集の作成について，科学技術振興事業団（ＪＳＴ）の協力が得られなくなりました．論文集

は，参加者に配布される論文CD-ROM，および一般販売される出版物の論文集の２つの形態となります．

　論文集に掲載する原稿は全員にフロッピィディスクをお送りし，そこに今回の論文集用に定義した DTD

に則った XML文書，および画像ファイルを入力し提出していただきます．

　採択された発表者にお送りするフロッピィディスクには，原稿作成の要綱，サンプルおよび雛型が入って

おりますので，雛型をコピーして原稿の作成を行ってください．原稿は雛型の各項目の内容を入力するだけ

で作成できるようになっています．図，表，および特殊な表記が必要となる式等は画像ファイル（GIF,PNG,

TIFF, JPEG）として作成していただきます．字数は，字数に換算された画像ファイルを含めて 3,400字前後で

す．

　送られたフロッピィディスクのデータを用いて，大会側でオンライン表示用のWeb ページデータ，プリ

ント用の PDFファイル，および２ページの出版用印刷原稿を作成します．タイトル，本文，図表などのレ

イアウトについては大会側に一任させていただきます．

　CD-ROM版論文集には，オンライン表示用の Web ページおよびプリント用のPDFファイルが入りますの

で，パソコンなどによって表示および印刷が出来ます．

Ｊ．論文集原稿締切
　８月31日（木）（必着）までにご提出下さい．期日までに提出のない湯合は演題取り消しと見なします．

また，期限に遅れて届いたものについては開封せずに送り返しますので，演題取り消しとお考え下さい．



新しい演題カテゴリー：HyperDEMO のご案内　　　　　　　　　　

　　　　

HyperDEMOとは：
　

　前大会までのデモッセッションを発展させ，RSNA（北米放射線学会）の“InfoRad”やJMCP（日本医学

放射線学会総会・日本医学放射線技術学会総会）の電子情報フォーラム“CyberRad”を参考に，抽象的に

なりがちな医療情報学の成果を共有する場を新たに提供して参ります．
　

　演者はシステムを実際に操作しながら発表できる，また参加者も自分で操作し実体験できる，その上で十

分な時間での深い質疑ができる，など口演発表やポスター発表と比べて，すばらしい特徴を持ちます．　

　　

　希望者には，同じフロアにある一般口演会場を使って５～１０分程度の口頭発表（概略の説明）をする時

間を割り当てます．

＜会場＞
　１演題当たり，幅２ｍ×奥行き１ｍ程度の机を用意し，後側には高さ2.5ｍ程度のボードを立て，このボ

ードにパネルやポスターを貼ることができます．基本小間割は１×２ｍを基準として，希望の数を割り当て

ます．
　

　インターネットを利用しネットワーク接続も可能で，発表会場において会場外のサーバーからコンテンツ

を転送して表示したり，通信の実演を行うことも可能です．
　

　

　展示発表用機器の梱包材を置くスペースについては，別途確保します．

＜演題の募集方針＞
　HyperDEMO発表は，学術展示であり，口演発表・ポスター発表と同格の位置づけです．
　

　公募された演題の採否は，プログラム委員会が審査し採用を決めます．一般演題の中から，HyperDEMO

に向いている演題は変更を依頼することがあります．商業的色彩の強い展示は，許可しません．内容から単

なる商品のデモと思われるものは採用しません．

＜HyperDEMOに向いている内容＞
　発表は，ワークステーションやパーソナルコンピュータを用いてモニタ上で行っていただきます．電子化

診療録，電子保存，バーチャルリアリティ，コンピュータ支援診断診断システム（ＣＡＤ），３Ｄ動画像，

遠隔診療システムなど，リアルタイムに展開される内容の発表が向いているでしょう．

＜発表＞
　演者は，学会期間中に質問等を受ける時間帯最低２単位に，自分の小間の前で待機し説明を行っていただ

きます．この時間帯は午前・午後それぞれ１単位ずつ合計６単位，各１時間を設定します．また，希望者

は，同じフロアにある一般口演会場での口頭発表を行うことができます．
　

　発表者が小間の前で待機しないときには，プレゼンテーションソフトウエアでオートデモなどを行うか，

見学者が自分で操作できるような環境を準備しておいてください．

　展示用の機材などは，原則として発表者が準備して下さい．外部へのネットワーク接続は大会側で準備し

ます．（運送費は，上限を設けて一部を大会側が補助いたします．）

　

実行委員 HyperDEMO 担当幹事　　安藤　裕（慶應義塾大学）



1999年11月 RSNA(北米放射線学会) での InfoRadの光景

2000年４月 JMCP での CyberRadの光景

（１小間使用の場合） （複数小間使用の場合）



１．病院情報システム
　　(011) 病院情報システム
　　(012) オーダエントリーシステム
　　(013) 病院情報システム評価
　　(014) イントラネット
　　(015) 医事システム 
　　(016) 放射線業務支援
　　(017) 臨床検査業務支援
　　(018) 物流管理
　　(019) 院内感染管理
　　(01A) 病歴管理
　　(01B) 病院経営管理
　　(01C) その他

２．看護情報システム
　　(021) 看護業務支援システム
　　(022) 看護管理システム
　　(023) 看護過程システム
　　(024) その他 

３．薬剤情報システム
　　(031) 薬剤業務支援
　　(032) 処方オーダ
　　(033) 注射オーダ
　　(034) 服薬指導・薬歴管理
　　(035) 医薬品情報
　　(036) 薬剤疫学
　　(037) 調剤薬局業務支援 
　　(038) その他

４．医療支援
　　(041) 医療支援システム
　　(042) 診断支援システム
　　(043) その他

５．医療アセスメント
　　(051) ＤＲＧ／ＰＰＳ
　　(052) ＥＢＭ
　　(053) クリティカルパス
　　(054) 臨床判断分析
　　(055) 臨床経済
　　(056) その他

６．電子カルテ
　　(061) 電子カルテシステム
　　(062) 入力標準化
　　(063) データベース標準化
　　(064) 情報の共有と公開
　　(065) その他

７．画像情報システム
　　(071) 画像ファイリングと配信
　　(072) 医用画像処理・解析
　　(073) バーチャルリアリティ
　　(074) その他

８．医療データ解析
　　(081) 知識工学
　　(082) ニューラルネット
　　(083) モデル・シミュレーション
　　(084) 数理統計解析
　　(085) 生存時間解析
　　(086) 生体信号の解析
　　(087) その他

９．広域医療
　　(091) 公衆衛生・健康管理
　　(092) 地域医療
　　(093) 在宅ケア
　　(094) 遠隔医療
　　(095) 施設間連携システム
　　(096) 医療情報提供サービス
　　(097) その他

１０．介護・福祉情報
　　(101) 介護・福祉情報システム
　　(102) 介護保険情報システム
　　(103) その他

１１．情報ネットワーク技術とセキュリティ
　　(111) 通信・ネットワーク
　　(112) ネットワークによる医療支援
　　(113) セキュリティ
　　(114) その他

１２．データベースと標準化
　　(121) 標準化・インターフェース
　　(122) 学術情報データベース
　　(123) コード・シソーラス
　　(124) 医学用語の標準化
　　(125) ＨＬ７
　　(126) その他

１３．情報教育と教育支援
　　(131) 医療情報学
　　(132) 看護情報学
　　(133) マルチメディアを利用した教育
　　(134) ネットワークを利用した教育
　　(135) 電子教科書
　　(136) 電子ジャーナル
　　(137) その他

１４．その他
　　(141) 2000年問題
　　(142) その他

【一般演題分類表】


