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* 平 成 １ ０ 年 度 以 前 の 年 表 は 、 UMIN １ ０ 周 年 記 念 誌

「http://www.umin.ac.jp/umin10/」をご参照願います。 

 

年度 年月 項目 
H11年度 
（1999） 

H11.04 名称を大学医療情報ネットワークから大学病院医療情報ネット

ワークに改称、同時に内規も大幅改定し、名称も「大学医療情報

ネットワークの利用に関する規程」から「大学病院医療情報ネッ

トワーク運用規程」に変更 
  鈴木正彦（山梨医科大学医学部附属病院副薬剤部長）、薬剤小委

員長に就任 
  菅野剛史（浜松医科大学医学部附属病院検査部長）、検査小委員

長に就任 
 H11.06 10周年記念行事開催・10周年記念誌発行 
  第22回UMIN運営委員会開催（東京大学医学部附属病院） 
 H11.07 学会データベースの英語版の提供を開始 
 H11.08 国立大学病院の英語での問い合わせ先、英語以外の対応言語を掲

載開始 
 H11.10 学会職員、病院・研究所等の図書室職員へ利用資格を拡大 
 H11.12 西暦2000年問題のため、スタッフは徹夜待機 
 H12.01 ホームページサービスにバーチャルホスト機能を追加 
  第23回UMIN運営委員会開催（神戸国際会議場） 
 H12.02 Telnetによる外部向けサービスをセキュリティ保護のため停止 
 H12.03 インターネット医学研究データセンター（INDICE）のサービス

を開始 
  西利夫（高知医科大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務小

委員長を退任 
H12年度 
（2000） 

H12.04 溝口陸奥夫（名古屋大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務
小委員長に就任 

 H12.07 第24回UMIN運営委員会開催（東京大学医学部附属病院） 
 H12.09 オンライン演題登録システムに学術雑誌論文の登録機能を追加 
 H12.12 各種助成等公募情報システム（FIND）の運用開始 
 H13.01 第25回UMIN運営委員会開催（広島県民文化センター鯉城会館）
 H13.02 利用登録者が10万名を突破 
 H13.03 鈴木正彦（山梨医科大学医学部附属病院副薬剤部長）、薬剤小委

員長を退任 
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H13年度 
（2001） 

H13.04 西村久雄（島根医科大学医学部附属病院医薬品情報主任）、UMIN
薬剤小委員長に就任 

  ホームページサービスで独自ドメインでの提供開始 
 H13.08 第26回UMIN運営委員会開催（東京大学医学部附属病院） 
 H14.01 UMINシステムに第4回目リプレースを実施 
  スーパーコース（疫学、インターネットとグローバルヘルス）提

供開始 
  第27回UMIN運営委員会開催（弘前文化センター） 
 H14.03 溝口陸奥夫（名古屋大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務

小委員長を退任 
  西村久雄（島根医科大学医学部附属病院医薬品情報主任）、UMIN

薬剤小委員長を退任 
H14年度 
（2002） 

H14.04 東京大学医学部附属病院に大学病院医療情報ネットワーク研究

センターを院内措置により設置 
  人事・消息情報（UMIN Personal）の提供を開始 
  永久保存ホームページサービス（Memorial）の提供を開始 
  各種助成等公募情報システム（FIND）のメール配信サービスを

開始 
  教職員・学生等公募情報（ROCOLS）のメール配信サービスを開

始 
  板橋博（北海道大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務小委

員長に就任 
  平野栄作（島根医科大学医学部附属病院副薬剤部長）、UMIN薬

剤小委員長に就任 
 H14.05 東京大学医学部附属病院大学病院医療情報ネットワーク研究セ

ンター長に木内貴弘が就任 
 H14.07 第28回UMIN運営委員会開催（東京大学医学部附属病院） 
 H14.10 一般公開ホームページサービスの利用申請をオンライン化 
 H14.11 板橋博（北海道大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務小委

員長を退任 
  佐藤優（北海道大学医学部附属病院医事課長）、UMIN事務小委

員長に就任 
 H14.12 カラーパンフレット（第4版）発行 
 H15.01 UMINサイトマップの提供を開始 
  第29回UMIN運営委員会開催（宇部市文化会館） 
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  H15.03 櫻井恒太郎（北海道大学医学部附属病院医療情報部長）、UMIN
運営委員長を退任 

  平野栄作（島根医科大学医学部附属病院副薬剤部長）、UMIN薬
剤小委員長を退任 

H15年度 
（2003） 

H15.04 東京大学医学部附属病院に大学病院医療情報ネットワーク研究

センターを文部科学省からの予算措置により正式設置 
  UMIN運営委員長に五十嵐徹也（筑波大学附属病院医療情報部

長）が就任 

  市原和彦（高知大学医学部附属病院副薬剤部長）、UMIN薬剤小
委員長に就任 

 H15.07 第30回UMIN運営委員会開催（東京大学医学部附属病院） 
 H15.09 英語版UMINカラーパンフレットを提供開始 
 H16.01 第31回UMIN運営委員会開催（三重大学講堂） 
 H16.02 オンライン卒後臨床研修評価システム（EPOC）を運用開始 
 H16.03 佐藤優（北海道大学医学部附属病院医療企画課長）、UMIN事務

小委員長を退任 
  入村瑠美子（東京大学医学部附属病院看護部長）、UMIN看護小

委員長を退任 
H16年度 
（2004） 

H16.04 大学病院医療情報ネットワーク運営委員会が、国立大学附属病院

長会議常置委員会大学病院医療情報ネットワーク協議会に改組。

これにともない規程を改正。 
  木内貴弘が、東京大学医学部附属病院大学病院医療情報ネットワ

ーク研究センター教授に昇任 
  野中定雄（京都大学医学部附属病院企画室長）、UMIN事務小委

員長に就任 
  榮木実枝（東京大学医学部附属病院看護部長）、UMIN看護小委

員長に就任 
 H16.06 UMIN利用登録者が20万名を突破 
 H16.07 第1回大学病院医療情報ネットワーク協議会開催（東京大学医学

部附属病院） 
 H16.10 松葉尚子が助手として着任 
 H17.01 第2回大学病院医療情報ネットワーク協議会開催（群馬県民会館）
 H17.03 野中定雄（京都大学医学部附属病院企画室長）、UMIN事務小委

員長を退任 
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H17年度 
（2005） 

H17.04 菅原豊彦（筑波大学附属病院企画管理課長）、UMIN事務小委員
長に就任 

 H17.06 UMIN臨床試験登録システム（CTR）を運用開始 
 H17.07 第3回大学病院医療情報ネットワーク協議会開催（東京大学医学

部附属病院） 
 H18.01 オンライン歯科臨床研修評価システム（Debut）の運用開始 
  第4回大学病院医療情報ネットワーク協議会開催（浜松フォルテ

ビル） 
 H18.02 UMIN臨床試験登録システム（CTR）が国際医学雑誌編集者会議

ICMJEの正式認定を取得 
 H18.03 松葉尚子助手退任 
  菅原豊彦（筑波大学附属病院企画管理課長）、UMIN事務小委員

長を退任 
H18年度 
（2006） 

H18.04 大学病院医療情報ネットワーク協議会が、大学病院医療情報ネッ

トワーク協議会幹事会、大学病院医療情報ネットワーク協議会総

会に改組、これに伴い必要な規程の改正、両方の会長に五十嵐徹

也が就任 
  佐藤久（筑波大学附属病院経営企画課長）、UMIN事務小委員長

に就任 
  青木則明、助教授に就任 
  umin.netサーバの運用を開始 
 H18.07 第5回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（東京大

学医学部附属病院） 
 H18.08 UMINメーリングリストサービス（Million）の運用件数が5千件

を突破 
 H18.11 umin.ac.jpサーバのSSL-POPでのサービス提供を開始 
 H19.01 UMINシステムの第5回目リプレースを実施 
  第6回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（まつも

と市民芸術館） 
  第1回大学病院医療情報ネットワーク協議会総会開催（まつもと

市民芸術館） 
 H19.03 教職員・学生等公募サービス（ROCOLS）の掲載申込をオンライ

ン化 
  佐藤久（筑波大学附属病院経営企画課長）、UMIN事務小委員長

を退任 
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H19年度 
（2007） 

H19.04 大学病院医療情報ネットワーク研究センターが大学院講座化し、

公共健康医学専攻医療コミュニケーション学分野を設置 
  原忠篤（筑波大学附属病院医事課長）、UMIN事務小委員長に就

任 
  学校教育法の改正により、青木助教授の職名が准教授に変更 
 H19.05 オンライン論文査読システムの運用開始 
 H19.06 UMIN人事・消息情報（Personal）の掲載申込をオンライン化 
 H19.07 第7回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（東京大

学医学部附属病院） 
 H19.09 umin.ac.jpサーバのPOPサービスを終了し、全面的にSSL-POP

へ移行 
 H20.01 第8回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（サンポ

ートホール高松） 
  第2回大学病院医療情報ネットワーク協議会総会開催（サンポー

トホール高松） 
 H20.02 UMIN電子メールシステムサブミッションポートに正式対応 

 H20.03 UMIN教職員・学生等公募情報（ROCOLS）、UMIN人事・消息
情報（Personal） 、臨床試験登録情報（UMIN CTR）、新着情報
（NewLink、Nuhs）で RSS配信開始 

  原忠篤（筑波大学附属病院医事課長）、UMIN事務小委員長を退
任 

  市原和彦（高知大学医学部附属病院副薬剤部長）、UMIN薬剤小
委員長を退任 

H20年度 
（2008） 

H20.04 廣瀬和幸（筑波大学附属病院医事課長）、UMIN事務小委員長に
就任 

  下堂薗権洋（鹿児島大学医学部・歯学部附属病院副薬剤部長）、

UMIN薬剤小委員長に就任 
 H20.06 国立大学病院インターネット会議システム（UMICS）運用開始 
 H20.07 UMINオンライン投票システム（Vote）運用開始 
  利用登録者が30万名を突破 
  第9回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（東京大

学医学部附属病院） 
 H20.08 UMINファイル交換システム（UpLoad）のファイル保存期間を

無制限に設定可能に改造 
  青木則明准教授退任 
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 H20.09 西内啓、助教に就任 
 H21.01 第10回大学病院医療情報ネットワーク協議会幹事会開催（iichiko

総合文化センター） 
  第3回大学病院医療情報ネットワーク協議会総会開催（iichiko総

合文化センター） 
  UMIN20周年式典・記念講演開催、20周年記念誌を発行 

 
 

 


