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◆JED参加の流れ

Final データ提出

5. 倫理的問題への対応検討

6. JEDデータ作成方法の検討

7. 参加Typeの検討

8. 『JED Maker』 の準備

9. データ提出方法の検討

10. 医師マスタの準備

11. データの匿名化処理

1. JED参加申請

2. JGES 倫理審査委員会にて審査

3. 倫理審査関連書類がMailでお手元に到着

4. 参加キットが郵送でお手元に到着

JED参加申請から、
初回データのご提出までの簡易的な
流れを記載しています。

初回データ提出までには必要な作業
がいくつかありますので、
こちらの資料では、その流れを簡易的
にご紹介していきます。

尚、詳しい流れについては
参加申請を頂く事でお送りしている
『JED-Projectデータ提出ガイド』
をご確認下さい。

１）JED参加申請

２）必要書類到着

３）手順に沿って
データ提出準備開始

データ提出
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1）JED参加申請
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JED-Projectへの参加申請をする

“JED （ジェド）参加したいけど、どうしたら？”

“何から始めればいいの？”というご意見を多数頂きました。

JED-Project ホームページへ アクセス

『JED参加申込』

ボタンをクリック

そこで！

(https://jedproject.jges.net/)

1. JED参加申請
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２）必要書類到着
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✉同封物
①送付案内
②JED参加証
③JED運用ガイド
④DISK

申込から約1ヶ月前後で・・・

参加キット同封の 『JED Projectテータ提出ガイド』 に沿って、初回データ提出までの手順進めて下さい。

4. JED参加キットが郵送でお手元に到着

3. 倫理審査関連書類がMailでお手元に到着

JED参加申請を頂く事で、
日本消化器内視鏡学会 倫理審査委員会にて
申請を頂いたご施設の参加について審査を実施
後日、審査結果に基づいた資料を、学会よりご施設へMailでお送りします。

JED参加申請
↓

日本消化器内視鏡学会倫理審査委員会での審査
を経て
ご施設へ倫理関連書類が送付されると、
その後、『JED参加キット』を学会よりご施設に郵送にてお送りします。

倫理審査関連書類がMailにて
お手元に届きます

JED参加キットとして必要な書類を
１セットにしてお手元にお届けします
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３）手順に沿って
データ提出準備開始
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データ提出ガイドに記載の内容をいくつか、ご紹介します。

※詳細は、参加キット内同封の、『データ提出ガイド』をご確認下さい。

JED-Project関連研究においては、

「研究協⼒機関」※として参画する事となります。
※研究協⼒機関とは：既存情報収集し、本学会へ収集したデータ提供のみを実施する施設となります。

本研究への参画にあたっては、既存情報の提供のみ

となる為、ご施設長の承認により進めることが可能ですが、

倫理審査委員会での審議の有無については、

施設の規則等に則りご判断下さい。

ご施設に倫理審査委員会がある場合は、

一度、倫理審査委員会へご相談の上、ご判断下さい。

5. 倫理的問題への対応検討

ご施設の倫理審査委員会

施設長の承認
審議なし

既存情報の提供のみとなるた
め、審議は不要と判断

審議あり
既存情報の提供のみでは
あるが審議が必要と判断

本学会への提出 本学会への提出

審査結果通知書
(写し)

承諾書(研協 様式1)

発行

あり なし
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どこでもJEDを推奨JED対応した
システムである

JED対応した
システムではない

わからない

ますは、メーカー様へお問い合わせ下さい

参加TypeⅢでの参加が可
能かもしれません。
まずは、本学会へ
お問合せ下さい

どこでもJED申込申請
https://jedproject.jges.net/apply-

docodemojed/

JED対応化検討→調整→決定

7.参加Typeの検討へ

そのシステムは？

6. JEDデータ作成方法の検討

現在の、内視鏡所見の記載方法

①レポーティングシステム
へ所見入力している

③手書きで
所見を記載している

②汎用ソフト/
独自開発システム
へ所見入力している

https://jedproject.jges.net/apply-docodemojed/
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補足事項：システム化への費用に関する問題

JEDに対応する為の費用は、システムの種類・バージョンにより様々です。

対応費用が高額になる場合として、他システムとの連携において特殊な運用がある場合があります。

JEDPartnarsのメーカー様は、次世代のシステムはJED対応ができています。

次期のシステム更新に合わせてJED対応をされる形でも構いません。

その場合はまずは本学会へご連絡を頂きたいと存じます。

尚、指導施設様において、2020年4月まで対応が間に合わないと

想定される場合は、“2020年4月には間に合わない”旨の方針が

決定された後で結構ですので、本学会まで必要書類をご提出下さい。

必要書類は、JED-Projectホームページに

掲載がありますのでご確認下さい。https://jedproject.jges.net/join/

https://jedproject.jges.net/join/
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JEDへの参加に際し、 ご提供頂くデータ項目の粒度を表すのが、“参加Type” です。

３つのTypeが存在し、Type毎に入⼒項目の数が異なります。ご施設にて、どの参加Typeにするか？をご選
択頂きます。

→詳しくは、ホームページ上の「JED参加Type について」 または、参加キット内の「データ提出ガイド」をご確
認下さい。

JED Makerとは、JEDデータ提出時に利用可能な機能が

搭載された弊会提供の無償アプリケーションソフトです。

本学会としては、JEDデータをご提出頂く前に、

一度 『JED Maker』 にデータを読み込ませて頂く事を

推奨しています。

→JEDMakerは『JED参加キット』内に同封されています。

7. 参加Typeの検討

8. 『JED Maker』 の準備
機能 説明

『JED Maker』にてデータを読み込ことで匿名化処理が実施されます。

※既に匿名化処理したデータを読み込んだ場合は、匿名化処理は実施しません。

※匿名化処理については、P35 『データの匿名化処理』 をご確認下さい。

JEDデータ提出時に必要な医師マスタを登録する事が可能です。

※医師マスタの登録については、P31 『医師マスタの準備』 をご確認下さい。

参加する検査種別、及びその参加Type、また入⼒項目宣言内容、の登録が可能です。

※デフォルト値登録については、

P15 「JED Maker」　デフォルト値登録機能：のご紹介 をご確認下さい。

匿名化処理されたJEDデータをはじめ、医師マスタ、デフォルト値登録したデータを、

外部記憶媒体へ出⼒することが可能です。

匿名化処理されたJEDデータをはじめ、医師マスタ及びデフォルト値登録したデータを

オンライン送信することが可能です。
オンライン送信機能

読み込まれたデータがJEDデータとして提出可能か判断します。データ提出可否判別機能

匿名化処理機能

医師マスタの登録

デフォルト値登録

外部記憶媒体への出⼒機能

～JEDMaker機能例～
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実際のデータの提出方法として以下３つの選択肢を用意しています。

→詳しくは、ホームページ上の「データの匿名化処理と提出方法」

または、参加キット内の「データ提出ガイド」をご確認下さい。

②JEDブースへの
データ媒体持参

①オンラインでの
データ送信

③セキュア便での
データ媒体配送

データ提出方法

9. データ提出方法の検討
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専門医制度における、専攻医の実施検査数を集計する為、医師マスタの提出をお願いしています。

必要な医師マスタの情報は以下の通りです。

・医師名・医師名(カナ)・日本消化器内視鏡学会会員番号

データ内にある、患者属性情報については、氏名は出⼒そのものを行わず、患者IDについてはHASH化という
処理を行い、匿名化を実施します。

媒体による提出にあたっては、上記の処理に加えて、媒体のパスワードロックも行った状態での提出になります。

→詳しくは、ホームページ上の「データの匿名化処理と提出方法」 または、参加キット内の「データ提出ガイ
ド」をご確認下さい。 匿名化（不可逆変換）

1234567890

実データ

〇×▲□●△■…

匿名化データ

匿名化

復元不可

10. 医師マスタの準備

11. データの匿名化処理
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■ データの出⼒について

JEDでは、データの出⼒様式に関して多くのメーカー様と連携を取り、各システムよりデータ出⼒が可能な様に
対応頂いています。

★出⼒されたデータはすべてご施設に残ります。

★出⼒データを用いて自施設のご研究にご利用いただくことが可能です。

ファイリングシステムメーカーにより、出⼒にかかわる方法論が異なりますので、詳細は本学会またはシステムメー
カー様にご説明を求めて頂いても構いません。

■ 院内医療情報関連部署との連携

医療情報の取り扱いに関するルールは各ご施設で異なります。

JEDはデータ提出方法を複数持っておりますので、ご施設のポリシーや医療情報部門が可能な形でのデータ
取得方法、提出方法をプロジェクトとして実現していきます。

個別の違いに対応する為にも、不安、心配があれば、ご連絡下さい。

医療情報部門に向けたお願い文書も作成しております。

こちらはJED-Projectホームページよりダウンロード頂けます。https://jedproject.jges.net/about/greeting/

補足

https://jedproject.jges.net/about/greeting/
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データ提出

出⼒ 提出方法 対象期間 提出時期 セキュリティ

ご施設にあった
方法をご選択

ください

出⼒方法等
はシステムメーカー
へお問い合せくだ

さい

患者ID等は

HASH化頂きます

のでご安心ください

半期に一度、

四半期に一度を

想定しています

ご施設にあった
時期をご選択

ください

Final データ提出
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最後に
集積されたデータについて
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１. 専門医制度への対応
専門医取得を目的として、JEDデータより

主実施医・副実施医、検査項目（種別名）診断名のみ、かつ上部消化管と下部消化管の検査のみを抽出し、
業績管理サーバーへと蓄積され、症例集計されます。

２. JEDデータ
当該JED-Project関連研究の進捗等に関しては、年1回、所定の様式で各研究機関へ定期報告を行う予定
です。

3. 自施設JEDデータの活用
提出頂いたデータは、もちろんご施設内に残されていますので、こちらはご施設内にてご自由にご利用頂くことが可
能となります。

4. マルチセンタースタディの基本情報レジストリとしての利用
既にJED対応をしているご施設で他施設共同研究をされている場合、特に条件は設けておりませんが、学会発表、
論文化の際に『JEDに準拠した用語を利用し、研究を行った』との記載をお願いできれば幸甚です。
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1.専門医制度への対応～
各ご施設から提出されたJEDデータ

JEDデータベースサーバ

各ご施設の
医師名マスタ

内視鏡学会会員番号マスタ

業績管理サーバ

各ご施設から提出頂いたJEDデータは上記4点のみを切り出し、
業績管理サーバーへと蓄積されます。
専門医制度に対応するために必要なのは、これらの4項目項
目のみであり、かつ、専門医取得だけを目的とする為、上部消
化管と下部消化管の検査のみが抽出されます。

JEDデータの中から
✓ 主実施医、
✓ 副実施医、
✓ 検査項目（種別名）
✓ 診断名

を切り出し



JED  :   Japan  Endoscopy  Database  Project

First of all,  For patient safety, For all of endoscopist.     Concept by JGES 

2. JEDデータ
各ご施設から提出されたJEDデータ

JEDデータベースサーバ

各ご施設の
医師名マスタ

内視鏡学会会員番号マスタ

専門医制度対応に必須な項目に加えて
・学術団体として必要なデータ
・国民に資するデータ

として、これらもどうでしょう・・・
✓ 偶発症情報
✓ 抗血栓薬情報
✓ HPの感染状態
✓ 萎縮度

JED Type IV

業績管理サーバ

これが！

主副実施医情報を除いた
データのみを切り出し

各ご施設から提出頂いたJEDデータは、
主副実施医情報を除外し、
JEDデータベースサーバーへと蓄積されます。
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