
掲載号 部会・委員会 執筆者 記事題名

2016年3月号 広報委員会 久芳委員長 DataBook 図表で見る画像医療システム産業2015 の紹介

2016年2月号 産業戦略室 名波専任部長 第5回JIRA 画像医療システム産業研究会の開催

2016年1月号 経済部会
野口部会長、
鍵谷副部会長

医療法の安全確保─医療機器の保守点検と医療機器の感染防止対策
─

2015年12月号 経済部会
野口部会長、
鍵谷副部会長

厚生労働省との意見交換を通じた重要テーマ

2015年11月号 放射線・線量委員会 山崎副委員長 DRL構築のための線量管理「CT装置から提供される情報」

2015年10月号 国際委員会 内山委員長
IMDRF東京会議について(医療機器規制の国際整合化と収束に向けた
活動について)

2015年9月号 流通近代化委員会 柳沢委員長 「医療機器業公正競争規約」について

2015年8月号 中小企業・IT産業振興委員会 佐藤委員長 ＪＩＲＡ 中小企業・ＩＴ産業振興委員会のご紹介

2015年7月号 産業戦略室 木村室長 「JIRA産業戦略室の活動について」

2015年6月号
医用画像システム部会
DICOM委員会

伊藤委員長 画像管理技術の最新動向　～DICOM WADO～

2015年5月号
医用画像システム部会
セキュリティ委員会

西田委員長 医療画像の外部保存に対する安全性について

2015年4月号
医用放射線機器安全管理セン
ター

吉田センター長 医療機器の安全管理と点検技術者認定制度

2015年3月号
法規・安全部会 安全性委員
会

平出委員長 より安全なMRI検査のための工業会活動の紹介

2015年2月号 標準化委員会 辻部会長 医用電気機器の安全に関するIEC規格の最新動向

2015年1月号
法規・安全部会
動物用薬事専門委員会

飯野委員長 動物用医療機器に対するJIRA活動のご紹介

2014年12月号 企業振興委員会 土居副委員長
医療用ソフトウェアの取扱いと、ヘルスソフトウェア推進協議会
（GHS）の設立

2014年11月号 放射線・線量委員会 柳田副委員長 米国におけるCT装置の使用管理機能規格（NEMA_XR-26）の紹介

2014年10月号 流通近代化委員会 柳澤委員長 「流通近代化委員会」について

2014年9月号 広報委員会 久芳委員長
JIRA広報活動のご紹介　～「JIRA画像医療システム産業ビジョン
2020」実現に向けて～

2014年8月号 調査・研究委員会 西村委員長 画像医療システムの国内市場動向

2014年7月号 経済部会 鍵谷副部会長 経済部会の紹介と活動内容の紹介

2014年6月号 調査・研究委員会 中島副委員長 画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関する調査

2014年5月号 法規・安全部会 古川部会長 改正薬事法の概要と法改正への対応活動について

2014年4月号 国際委員会 高橋委員長 アジア規制整合作業会議参加報告

2014年3月号 産業戦略室 名波専任部長 12月11日開催予定の第3回JIRA画像医療システム産業研究会報告

2014年2月号
経済部会
診療報酬対策対応委員会

鍵谷委員長 三保証（安全・精度・運用）に基づく適正な診療報酬評価を求めて

2014年1月号 放射線・線量委員会 大前副委員長 海外における医療放射線管理の動向について

2013年12月号 法規・安全部会 環境委員会 磨伊委員長 欧州を中心とした世界の製品環境規制の動向について

2013年11月号
医用画像システム部会
画像診断レポート委員会

長田委員長
画像診断レポートをシステム間で交換するための標準化に関する技
術的検討

2013年10月号 流通近代化委員会 南委員長
流通近代化委員会活動について (流通近代化－公正競争規約と日本
医療機器産業連合会・企業倫理活動)

2013年9月号
企業振興委員会
海外展開支援小委員会

本間副委員長
アラブヘルス医療機器展示会視察及びサウジアラビア医療機器市場
調査に関する報告

2013年8月号
医用画像システム部会
モニタ診断システム委員会

安井委員
医用画像表示用モニタの品質管理に関するガイドライン（JESRA X-
0093）とIEC規格（IEC 62563-1）との関係について

2013年7月号 産業戦略室 土居専任部長 「医療用ソフトウェアの取り扱い」に関する検討報告

2013年6月号 医用画像システム部会 鈴木委員 被ばく情報の利活用に関する動向



掲載号 部会・委員会 執筆者 記事題名

2013年5月号 標準化委員会 辻部会長 画像医療システムの電気安全に関するIEC/JIS規格の動向

2013年4月号 国際委員会 高橋委員長 JIRAのグローバル対応力強化に向けて

2013年3月号
医用放射線機器安全管理セン
ター

藤岡副センター
長

医療機器の安全管理と医用放射線機器安全管理センター（MRC）の
役割

2013年2月号 安全性委員会 武藤副委員長 JIRA安全管理情報と保守点検情報のご紹介

2013年1月号 地域委員会 村地委員長 地域委員会の役割と活動報告

2012年12月号 継続的研修委員会 古川委員長 継続的研修委員会

2012年11月号 法規・安全部会 飯野委員 JIRA安全管理情報の紹介

2012年10月号 調査・研究委員会 西村委員長 国内の医療産業の動向

2012年9月号 広報委員会 久芳委員長 JIRA活動のご紹介─新たな取組みに向けて─

2012年8月号 経済部会 野口部会長 ２０１２年度診療報酬改定の評価と経済部会での取組み

2012年7月号 広報委員会 松原委員長 「Data Book 図表で見る画像医療システム産業2012」の紹介

2012年6月号
企業振興委員会
海外展開支援小委員会

本間主査 欧州放射線学会学術集会(ECR2012)へのJIRAブース出展

2012年5月号
法規・安全部会　放射化物の
管理に関する検討WG

岡崎主査 放射化物の管理に関する検討ＷＧ活動について

2012年4月号 セキュリティ委員会 平田主査 「製造業者による医療情報セキュリティ開示説明書」の概要

2012年3月号 放射線・線量委員会 伊藤委員長 放射線・線量委員会設立の背景と今後の活動

2012年2月号 産業戦略室 土居専任部長 第１回ＪＩＲＡ画像医療システム産業研究会の開催

2012年1月号 国際展示ＷＧ 本間ＷＧ長
JIRA国際展示ワーキンググループの3年間余にわたる活動を振り返
る

2011年12月号
標準化部会 標準化委員会
サイト設備設計G

河裾主査 Ｘ線防護のＱ＆Ａ

2011年11月号
標準化部会 標準化委員会
サイト設備設計G

佐々木主査 Ｘ線防護工事標準化マニュアル

2011年10月号
法規・安全部会
安全性委員会

平出委員長 東日本大震災におけるJIRAの対応について

2011年9月号 標準化部会 辻部会長
今までのJIRAが行ってきた放射線量低減に関するJIRAの取り組みに
ついての歴史を、事実関係だけを記述する

2011年8月号 調査・研究委員会 井上副委員長
「平成23年度画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その２－

2011年7月号 調査・研究委員会 井上副委員長
「平成22年度画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その１－

2011年6月号 産業戦略室 土居専任部長
JIRA戦略室が纏めている国家成長戦略に沿ったJIRAの「医療産業成
長戦略」

2011年5月号 国際展示ＷＧ 本間ＷＧ長
欧州放射線学会学術集会(ECR)2011出展報告
　　　　　 ※　2011年3月3日～7日開催

2011年4月号 ＭＲＣセンター 吉田センター長 MRC事業の紹介

2011年3月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 野津勤 リモートメンテナンスサービスにおけるセキュリティ

2011年2月号 国際展示ＷＧ
北米放射線学会(RSNA)2011出展報告
 ※　2010年11月28日～12月3日開催

2011年1月号 法規･安全部会 浜原公幸 画像診断装置等のリモートメンテナンスサービスノガイドライン

2010年12月号 法規･安全部会 軸丸幸彦 ｢画像診断ﾜｰｸｽﾃｼｮﾝのｳｲﾙｽ対策に関する力゛ｲﾄﾞﾗｲﾝ｣について

2010年11月号 国際部会 石川廣 JIRA国際部会の最近の国際活動アジア編

2010年10月号 標準化部会 辻久男 IEC60601-1第3版個別規格審議状況

2010年9月号 萩野谷透 JIRA会長表明

2010年8月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 松本裕司 JESRA X-0039*A-2010について



掲載号 部会・委員会 執筆者 記事題名

2010年7月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 西田慎一郎 ISO/TC215 WG4 リオデジャネイロ会議参加11

2010年6月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 吉村仁 IHE活動の現在

2010年5月号 国際展示WG 飯田泰子
欧州放射緑学会学術集会(ECR2010)へのJIRAブース出展　－JIRA国
際展示WGによる報告－

2010年4月号 関西支部 前田耕作 ｢光研究｣の専門家集団･浜松ホトニクスを訪ねて

2010年3月号 国際展示WG 境野健一
JIRAの北米放射線学会(RSNA)2009/
JAPANパビリオン出展報告

2010年2月号 展示委員会 事務局 ITEM2010国際医用画像総合展開催概要

2010年1月号 調査研究委員会 井上清
「平成20年度画像医療シスアム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その２－

2009年12月号 調査研究委員会 井上清
「平成20年度画像医療シスアム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その１－

2009年11月号 経済部会 鍵谷昭典 放射線技術･医療機器の経済的評価を求めて

2009年10月号 法規･安全部会
ソフトウェア委
員会

医療用アプリケーションソフトウェアの｢医療機器化｣の推進

2009年9月号 標準化部会 小路ロ寛 MR施設の｢漏えい磁場測定マニュアル｣(5)

2009年8月号 標準化部会 小路ロ寛 MR施設の｢漏えい磁場測定マニュアル｣(4)

2009年7月号 標準化部会 小路ロ寛 MR施設の｢漏えい磁場測定マニュアル｣(3)

2009年6月号 標準化部会 小路ロ寛 MR施設の｢漏えい磁場測定マニュアル｣(2)

2009年5月号 標準化部会 小路ロ寛 MR施設の｢漏えい磁場測定マニュアル｣(1)

2009年4月号 国際部会 軸丸幸彦
JIRA国際部会の国際活動状況｢中国･韓国の医療機器法規制の調査活
動と対応｣

2009年3月号 国際部会 軸丸幸彦 JIRA国際部会の国際活動状況｢世界の環境規制への調査活動と対応｣

2009年2月号 国際展示WG 主査 北米放射線学会(RSNA)へJIRAブースを初出展

2009年1月号 展示委員会 事務局 ITEM2009国際医用画像総合展開催概要

2008年12月号 JIRA関西支部 西本延子 医療施設様向け研修会報告～平成20年診療報酬改定を受けて～

2008年11月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 西田慎―郎 リモートサービスセキュリティガイドラインについて(Part2)

2008年10月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 野津勤 医療情報ｼｽﾃﾑの安全管理に関するガイドラインの解説(Part2)

2008年9月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 田中弘
医用画像表示用モニタの品質管理に関する
ガイドラインの現状と今後

2008年8月号 関連機器部会 岡本正樹 CMEF中国国際医療機器春季博覧会展示報告

2008年7月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 西田慎一郎 ISO/TC125WG4ブリスベン会議参加報告

2008年6月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 鈴木真人 DICOM Standards Committee(DSC)会議参加報告

2008年5月号 医用画像ｼｽﾃﾑ部会 鈴木真人 －DICOM規格はどのように決まるのか－

2008年4月号 経済部会 濱崎 昌弘
医療機器の自動識別（医療機器バーコード）その3　義務化への最
新動向及び医療施設でのバーコード利活用方法

2008年3月号 経済部会 濱崎 昌弘
医療機器の自動識別（医療機器バーコード）その2　義務化への検
討経緯とその背景

2008年2月号 経済部会 濱崎 昌弘
医療機器の自動識別（医療機器バーコード）その1　医療機器バー
コードとは？

2008年1月号 展示委員会 事務局 2008国際医用画像総合展　開催概要

2007年12月号 調査研究委員会 井上清
｢平成18年度画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その3－

2007年11月号 調査研究委員会 井上清
｢平成18年度画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について－その2－

2007年10月号 調査研究委員会 井上清
｢平成18年度画像医療システム等の導入状況と安全確保状況に関す
る調査｣について-その1-



掲載号 部会・委員会 執筆者 記事題名

2007年9月号 法規･安全部会 泉孝吉
医療機関における医療機器の安全性確保について
3.実務として何をすればよいのか

2007年8月号 法規･安全部会 泉孝吉
医療機関における医療機器の安全性確保について
2.法令改正の具体的な内容と注意すべき点について

2007年7月号 法規･安全部会 泉孝吉
医療機関における医療機器の安全性確保について
１．改正の概要と関係する主な薬事法の知識

2007年6月号 国際部会 軸丸幸彦 JIRA国際部会の国際活動状況 欧米の工業界と連携した国際活動

2007年5月号 国際部会 軸丸幸彦
JIRA国際部会の国際活動状況 韓国の医療機器関連法規制の調査活
動

2007年4月号 国際部会 軸丸幸彦
JIRA国際部会の国際活動状況 中国の医療機器関連法規制の調査活
動

2007年3月号 国際部会 軸丸幸彦 JIRA国際部会の国際活動状況 国際部会の運営組織と活動内容

2007年2月号 展示委員会 事務局 ITEM2007国際医用画像総合展開催概要

2007年1月号 標準化部会 森　智 ｢ＰＥＴ施設のＱ＆Ａ｣作成にあたって－その5－

2006年12月号 標準化部会 森　智 ｢ＰＥＴ施設のＱ＆Ａ｣作成にあたって－その4－

2006年11月号 標準化部会 森　智 ｢ＰＥＴ施設のＱ＆Ａ｣作成にあたって－その3－

2006年10月号 標準化部会 森　智 ｢ＰＥＴ施設のＱ＆Ａ｣作成にあたって－その2－

2006年9月号 標準化部会 森　智 ｢ＰＥＴ施設のＱ＆Ａ｣作成にあたって－その1－

2006年8月号 医用画像システム部会 西田慎一郎 リモートサービスセキュリティガイドラインについて

2006年7月号 医用画像システム部会 細羽実 IHEによる標準化の展開

2006年6月号 医用画像システム部会 篠田英範 医療情報標準化の現状

2006年5月号 医用画像システム部会 野津勤 医療情報システムの安全管理ガイドラインの解説

2006年4月号 医用画像システム部会 田中弘 医用画像表示用モニタの品質管理に関するガイドライン

2006年3月号 関連機器部会 前田幸一 JIRA関連機器部会の紹介その２

2006年2月号 公取協JIRA支部 吉添護郎 不公正な取引方法

2006年1月号 展示委員会 事務局 ITEM2006国際医用画像総合展開催概要

2005年12月号 関連機器部会 本間龍夫 JIRA関連機器部会の紹介

2005年11月号 調査一研究委員会 瀧口登志夫 画像診断の経済的効果－その2－

2005年10月号 調査一研究委員会 瀧口登志夫 画像診断の経済的効果－その1－

2005年9月号 調査一研究委員会SG2 井上清
｢平成15年度医療システム等の導入状況と安全性確保状況に関する
調査｣について－その3－

2005年8月号 調査一研究委員会SG2 井上清
｢平成15年度医療システム等の導入状況と安全性確保状況に関する
調査｣について－その2－

2005年7月号 調査一研究委員会SG2 井上清
｢平成15年度医療システム等の導入状況と安全性確保状況に関する
調査｣について－その1－

2005年6月号 法規･経済部会 早川登志雄 中古医療機器の取扱いについて

2005年5月号 法規･経済部会安全性委員会 泉孝吉 画像診断機器向け不具合報告･回収報告ガイドラインの概要

2005年4月号 法規･経済部会安全性委員会 泉孝吉 医療機関の安全確保｢医家向け医療機器添付文書｣について


