IHE-J ベンダワークショップ開催のご案内
有限責任中間法人 日本ＩＨＥ協会
IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)では、皆様が IHE テクニカルフレームワークに基づいて開発
されましたシステム・機器の相互接続性の検証を行うために、コネクタソン（Connectathon）を毎年実
施させていただいております。今年度は、IHE-J の事業を引き継ぎました有限責任中間法人日本 IHE 協
会が主催する「IHE-J コネクタソン 2008」としまして、2008 年 2 月 4 日から 5 日間にわたり実施する
予定です。
つきましては、IHE の概要、コネクタソンの内容、対象とする統合プロファイルの概要等を説明させ
ていただくベンダワークショップを下記により開催いたします。対象とする分野は、放射線検査部門、
臨床検査部門、循環器検査部門、IT インフラの 4 分野です。
コネクタソンに参加を予定されている方ばかりでなく、IHE 活動にご興味を持っておられる方のご参
加も、お待ちいたしております。
記
■

日時：

2007 年 9 月 13 日（木）午前 10 時〜午後 5 時 30 分
受付開始：午前 9 時 30 分

■

場所：

ＴＫＰ秋葉原ホール
住所： 東京都千代田区岩本町 3-3-6 井門岩本町ビル 7F
地図： http://www.kashikaigishitsu.net/map/map-akihabaraho-ru.htm
電話： TKP 貸会議室コールセンター

03-5614-6688

交通： JR 秋葉原駅 昭和通口徒歩 5 分
都営新宿線 岩本町駅 A4 徒歩 1 分
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 4 番出口 徒歩 4 分
● 午後のセッションの一部は下記にて行います。
ＴＫＰ秋葉原会議室（第 1、第 2）
住所： 東京都千代田区神田佐久間河岸 46−3 千代田パークビル 7 階
地図： http://www.kashikaigishitsu.net/map/map-akihabara.html
交通： TKP 秋葉原ホールから徒歩 5 分
■

参加費：

３，０００円（お一人様、消費税込）
当日受付にて、現金にてお支払いください。おつりのないようお願いいたします。
領収書を発行いたします。

■

募集人数：

１４０人
満員になりしだい、申込を締め切らせていただきます。

■

申込方法：

添付の EXCEL シートにご記入の上、メールに添付してお申込みください。
メール宛先：

rito@jira-net.or.jp

メール件名： IHE ベンダワークショップ申込
添付ファイル名： IHE-J-VWS 申込＜社名＞＜氏名＞.xls
＜社名＞：所属会社の略称をお入れください。
＜氏名＞：参加者の姓をお入れください。
申し込まれた方には、説明資料を掲載する URL をメールにて連絡いたします。
当日は資料は配付しませんので、事前にダウンロードしていただき、必要に応じてご
持参ください。
9 月 10 日までに、URL の連絡が無い場合は、下記宛お問い合わせください。
■

問い合わせ先：
有限責任中間法人 日本ＩＨＥ協会
電話： 03-3818-2250
担当者： 伊藤
e-mail： rito@jira-net.or.jp
URL:

■

http://www.ihe-j.org/

個人情報の取扱について
・参加申込書でご提供いただいた個人情報は、当協会の個人情報保護方針に基づき、
安全かつ厳密に管理いたします。
・個人情報は、標記ワークショップの参加に関する事務手続きおよび当協会が実施す
る事業に関する案内・連絡に使用します。（個人情報をお知らせいただけなかった
場合、本ワークショップに参加できない場合があります）
・個人情報は第三者に開示・提供・預託することはありません。
・個人情報の開示・訂正・削除については、上記問い合わせ先までご相談下さい。

■

コネクタソンについて
・期間：

2008 年 2 月 4 日（月）〜8 日（金）

・場所：

東京都立産業貿易センター

・対象分野：

放射線検査部門、臨床検査部門、循環器検査部門、IT インフラ

・参加費：

日本 IHE 協会会員： 30 万円（3 システムまで）

（予定）

非会員：

5 日間

（JR 浜松町）

50 万円（3 システムまで）

4 システム以上参加される場合は、別途追加料金を頂きます。
・申込期間：

2007 年 9 月 18 日（火）〜10 月 19 日（金）

・参加ベンダ向けワークショップ：
2007 年 11 月 8 日（木）、9 日（金）

（予定）

IHE-J ベンダワークショップ プログラム
2007 年 9 月 13 日（金）
TKP 秋葉原ホール

9:30〜

＜受付＞

10:00〜11:00

IHE 概要
IHE とは、IHE 活動の概要
テクニカルフレームワーク、統合プロファイルの全体像
IHE を実装するには

11:00〜11:40

コネクタソンと事前テスト
コネクタソンとは
事前テストについて
検証ツールの使用について
申し込み方法

11:40〜12:00

CyberRad デモンストレーションについて
デモ概要
デモシナリオの説明

12:00〜13:00
13:00〜13:30

＜昼食＞ 各自でお取りください。会場での食事はできません。
放射線検査部門概要

＜各部門共通の基礎として＞

ベースとなる統合プロファイルの説明
SWF、PIR、ARI
13:30〜14:00

日本版拡張について

＜日本市場向けの仕様について＞

HL7 および DICOM の拡張
JJ1017
14:00〜15:30

IT インフラストラクチャ

＜患者情報・セキュリティの扱い、XDS＞

ベースとなる統合プロファイルの説明
PAM、PDQ、PIX、ATNA、CT、XDS を中心として
15:30〜16:00

＜休憩＞

臨床検査・循環器は別会場へ移動をお願いします

TKP 秋葉原ホール

16:00〜17:30

放射線検査部門
統合プロファイル説明

TKP 秋葉原第 1 会議室

臨床検査部門
統合プロファイル説明

TKP 秋葉原第 2 会議室

循環器検査部門
統合プロファイル説明

CPI、KIN、NM、PDI

LTW、LDA、LPOCT

CATH、ECHO、ECG

SINR、RWF、PWF

LCSD、LBL

DRPT、ED

FUSION、MAMMO

XD-LAB

日本版拡張

他
会場：

TKP 秋葉原ホール
東京都千代田区岩本町 3-3-6 井門岩本町ビル 7F
地図： http://www.kashikaigishitsu.net/map/map-akihabaraho-ru.htm
TKP 秋葉原第 1 会議室、第 2 会議室
東京都千代田区神田佐久間河岸 46−3 千代田パークビル 7 階
地図： http://www.kashikaigishitsu.net/map/map-akihabara.html

