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ネットと医療ネットと医療

11

東京大学東京大学

大江和彦大江和彦

医療とその周辺環境の変化医療とその周辺環境の変化

 疾患の多様化と変容疾患の多様化と変容

•• がん、生活習慣病、不定心身症状がん、生活習慣病、不定心身症状

 高齢化高齢化

情報過多情報過多

22

 情報過多情報過多

 患者ニーズの多様化患者ニーズの多様化 v.s. v.s. 医療費増加医療費増加

 医師偏在医師偏在

 病院経営状況の悪化病院経営状況の悪化

死因の半数は
がん
心疾患
脳血管疾患

33 44

厚労省ＨＰより： http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1e.html

これまでの健診・保健指導の状況これまでの健診・保健指導の状況

 国の取り組み国の取り組み
•• 昭５３～昭６３～昭５３～昭６３～ 第第11次・第２次国民健康づくり対策次・第２次国民健康づくり対策

•• 平１２～平１２～ 2121世紀における国民健康づくり運動（健康日本世紀における国民健康づくり運動（健康日本
２１）２１）

55

 健診・保健指導健診・保健指導
•• 医療保険各法にもとづき医療保険者が実施（一般健診）医療保険各法にもとづき医療保険者が実施（一般健診）

•• 労働安全衛生法にもとづき事業者が実施（職域検診）労働安全衛生法にもとづき事業者が実施（職域検診）

•• 老人保健法にもとづき市町村が実施老人保健法にもとづき市町村が実施

 課題課題

•• 糖尿病有病者・予備群の増加、肥満者の増加糖尿病有病者・予備群の増加、肥満者の増加

厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会

「今後の生活習慣病の推進について」「今後の生活習慣病の推進について」
（Ｈ１７．９）（Ｈ１７．９）

 生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導
の徹底が不十分の徹底が不十分

 科学的根拠に基づく科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底健診・保健指導の徹底

66

が必要が必要

 健診・保健指導の質の更なる向上が必要健診・保健指導の質の更なる向上が必要

 国としての具体的な戦略やプログラム提示が国としての具体的な戦略やプログラム提示が
不十分不十分

 現状把握・施策評価のためのデータの整備現状把握・施策評価のためのデータの整備
が不十分が不十分
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標準的な健診・保健指導プログラム標準的な健診・保健指導プログラム
厚生労働省健康局厚生労働省健康局
内臓脂肪症候群内臓脂肪症候群

（メタボリックシンドローム）対策総合戦略事業（メタボリックシンドローム）対策総合戦略事業

 目標：２０１５年度には２００８年度と比較して糖尿病目標：２０１５年度には２００８年度と比較して糖尿病
等の生活習慣病有病者および予備群を２５％減少等の生活習慣病有病者および予備群を２５％減少
させるさせる

77

させるさせる

 方策：平成方策：平成2020年度から年度から ４０歳以上４０歳以上7474歳以下の歳以下の
全国民の健診の義務化による大規模健診事業を開全国民の健診の義務化による大規模健診事業を開
始始
•• 保険者、都道府県、医療機関等が役割を分担し検診から保険者、都道府県、医療機関等が役割を分担し検診から

保健指導、評価までを全国規模で実施保健指導、評価までを全国規模で実施

特定健診と特定保健指導特定健診と特定保健指導

 高齢者の医療の確保に関する法律高齢者の医療の確保に関する法律

•• 平成２０年４月から、平成２０年４月から、医療保険者に対して医療保険者に対して、、

①① 糖尿病等との生活習慣病に関する健康診査糖尿病等との生活習慣病に関する健康診査

＝＝ 特定健診特定健診

88

＝＝ 特定健診特定健診

②② 特定健診の結果により健康の保持に努める特定健診の結果により健康の保持に努める

必要がある者に対する保健指導必要がある者に対する保健指導

＝＝ 特定保健指導特定保健指導

の実施が義務付けられた。の実施が義務付けられた。

99
厚生労働省健康局 標準的な健診・保険指導の在り方に関する検討会 資料より引用

健診機関（保健センター等）

健診機関（医療機関等） 市町村等の集合健診等

個人

健診受診案内

健診受診

労働安全衛生法等に
よる健康診断

個人 被扶養者

健診受診案内

健診受診

健診データの移動の概略健診データの移動の概略

自らの健診情報へ
のアクセス

保健指導
受託機関

指導委託

保険者 他の保険者

健診・保健指導の
記録管理台帳

健診・保健指導の
記録管理台帳

事業者

健康診断の
記録の写し

健診委託

支払基金

レセプト請求
（平成23年
度まで原則オ
ンライン化）

レセプトオンライン請求のラインを用いて
健診記録及び健診機関から保険者への
健診費用請求を支払基金を通じて行う。

被扶養者へ、市町
村国保が実施

保険者

過去の健診記録
の請求

保険者の
移籍（移動）

健診・保健指導・レセプトの健診・保健指導・レセプトの
電子データの移動パターン電子データの移動パターン

 健診機関・医療機関健診機関・医療機関
→→（代行機関）（代行機関）→→ 保険者保険者

1111

 保健指導機関保健指導機関 →→（代行機関）（代行機関）→→ 保険者保険者

 保険者保険者→→（代行機関）（代行機関）→→都道府県都道府県

 保険者保険者 →→ 保険者保険者 （被保険者の移籍時）（被保険者の移籍時）

特定健診・保健指導プログラムで特定健診・保健指導プログラムで
ＩＴ化はなぜ重要かＩＴ化はなぜ重要か

 年１回の膨大な健診データが、さまざまな健診機関年１回の膨大な健診データが、さまざまな健診機関
から各保険者に送付されてくる。から各保険者に送付されてくる。

•• ４０～７４歳の国民は約５４０～７４歳の国民は約５77００万人００万人

 各保険者で被保険者の受診状況・健診結果・判定各保険者で被保険者の受診状況・健診結果・判定

1212

 各保険者で被保険者の受診状況・健診結果・判定各保険者で被保険者の受診状況・健診結果・判定
レベル・保険指導状況などを把握する必要がある。レベル・保険指導状況などを把握する必要がある。

 保健指導レベルを判定して、個々人に必要レベル保健指導レベルを判定して、個々人に必要レベル
に合わせた保健指導を実施して、実施実績や効果に合わせた保健指導を実施して、実施実績や効果
を判定して報告する必要がある。を判定して報告する必要がある。

•• 情報提供、動機付け支援、積極支援（３ヶ月以上）情報提供、動機付け支援、積極支援（３ヶ月以上）

 要受診者の受療状況の把握の必要性要受診者の受療状況の把握の必要性

•• 電子レセプト（診療報酬請求書）との照合電子レセプト（診療報酬請求書）との照合
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特定健診・特定保健指導における特定健診・特定保健指導における

ＩＴ化の効果ＩＴ化の効果
１）健診データと保健指導実施情報が１）健診データと保健指導実施情報が

全国共通の全国共通の標準的な電子ファイル形式標準的な電子ファイル形式で健診機で健診機
関／保健指導機関から保険者へ提出される関／保健指導機関から保険者へ提出される

→→ 全国で同一形式のデータ全国で同一形式のデータを取り扱えるを取り扱える→→ 転転
職時にも前デ タを引き継げる職時にも前デ タを引き継げる

1313

職時にも前データを引き継げる職時にも前データを引き継げる

２）保険者で、報告された健診データと、医療レセプ２）保険者で、報告された健診データと、医療レセプ
トデータを個人ごとに突き合わせて、要受診者のトデータを個人ごとに突き合わせて、要受診者の
未受診者を把握することができる未受診者を把握することができるようになる。ようになる。

２）保険者は実績データを電子データで国・都道府２）保険者は実績データを電子データで国・都道府
県に対して共通の形式で報告する。県に対して共通の形式で報告する。

全国の実績を一元化して評価できるようになる全国の実績を一元化して評価できるようになる

一般論としての一般論としての
医療におけるＩＴ化医療におけるＩＴ化

 医療の質の向上医療の質の向上

•• 医療安全対策の充実医療安全対策の充実

医療機関経営の健全化と効率化医療機関経営の健全化と効率化

1414

 医療機関経営の健全化と効率化医療機関経営の健全化と効率化

 医療機関の地域連携・役割分担医療機関の地域連携・役割分担

 医療情報の開示医療情報の開示

 健康・医療・介護への連続的情報活用健康・医療・介護への連続的情報活用

東大病院での東大病院でのITIT化化

 １９７３１９７３ 外来レセプトのコンピュター処理開始外来レセプトのコンピュター処理開始

 １９８３１９８３ 検体検査結果のコンピュータ参照検体検査結果のコンピュータ参照

 １９８４１９８４ 検体検査オーダシステムのコンピュータ化検体検査オーダシステムのコンピュータ化

 １９９４１９９４ 病院全体でオーダリングシステム開始（外来病院全体でオーダリングシステム開始（外来 １９９４１９９４ 病院全体でオーダリングシステム開始（外来病院全体でオーダリングシステム開始（外来
オープン）オープン） 診療予約、処方、検査、病名、患者ポケ診療予約、処方、検査、病名、患者ポケ
ベルなどベルなど

 ２００３２００３ ＰＡＣＳ（フィルムレス医療画像システム）開始ＰＡＣＳ（フィルムレス医療画像システム）開始

 ２００９２００９ 電子カルテシステム開始電子カルテシステム開始

東大病院での診療ＩＴ化の目的東大病院での診療ＩＴ化の目的

 診療情報の診療における利用と管理の効率化診療情報の診療における利用と管理の効率化

•• 診療データを電子的に統合的に管理して、診療に必要な診療データを電子的に統合的に管理して、診療に必要な
データを効率良く利用できるようにするデータを効率良く利用できるようにする

 安全な診療と質の向上の支援安全な診療と質の向上の支援

 診療情報の臨床研究や教育への活用のための基診療情報の臨床研究や教育への活用のための基
盤提供盤提供

 経営の効率化のためのデータ提供経営の効率化のためのデータ提供

 多施設医療連携多施設医療連携

 多施設臨床研究の基盤構築多施設臨床研究の基盤構築

血糖降下剤や化学療法薬の選択確血糖降下剤や化学療法薬の選択確
認認
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点滴医薬品も患者ごとにバーコード点滴医薬品も患者ごとにバーコード
点滴の実施時だけでなく準備時も点滴の実施時だけでなく準備時も

バーコード確認バーコード確認

オーダリングシステム・電子カルテの仕組オーダリングシステム・電子カルテの仕組
みみ

医師の入力
オーダー・電子カルテ

オーダー情報 オーダー情報

オーダー情報

検査結果

センターサーバ
各部門サーバ

（検査・放射線・薬剤・・・）

レポート作成
実施結果

LAN

オーダ情報

画像検査結果

検査部門

放射線部門

カルテ情報
検査情報

医事会計サーバ

会計情報
患者登録
基本情報

会計伝票入力

電子カルテの基本概念電子カルテの基本概念

電子カルテ電子カルテ

（（Electronic Medical Record/ Electronic Health Record Electronic Medical Record/ Electronic Health Record ））

•• EMR: EMR: １医療機関での患者の診療情報全般をコン１医療機関での患者の診療情報全般をコン
ピ タピ タ

2222

ピュータピュータ
で蓄積・管理する情報システムで蓄積・管理する情報システム

•• EHREHR：複数医療機関や健診機関をまたがって、個：複数医療機関や健診機関をまたがって、個
人の生涯の健康・医療情報全般を電子的に一元的人の生涯の健康・医療情報全般を電子的に一元的
に利用できる情報システムに利用できる情報システム

電子カルテ・医療電子カルテ・医療ITIT化の化の
めざすものめざすもの

 診療データの体系的管理と意思決定支援診療データの体系的管理と意思決定支援

•• 診療データの迅速な分析診療データの迅速な分析

•• 医学的知見の多施設大規模集積医学的知見の多施設大規模集積

2323

 大規模データ解析による科学的エビデン大規模データ解析による科学的エビデン
スの集積スの集積

•• 解析に必要なデータを多施設で標準化して蓄解析に必要なデータを多施設で標準化して蓄
積積

 診療データの患者による自己管理と生涯診療データの患者による自己管理と生涯
利用利用

ネットワークによる
電子生涯カルテ EHR

2424

仮想的な
１患者１生涯カルテ
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ネットワークによる電子カルテの現実

論理的な情報共有ができない

2525

論理的な接続を意識した標準化の不足

Georges Pompidou
Paris, 2005.2

Bundang Hosp.
Seoul, 2005.3

国の国のITIT化推進策の流れ化推進策の流れ

 厚労省厚労省 保健医療分野の情報化グランドデザイン（保健医療分野の情報化グランドデザイン（20012001））
•• 標準的な電子カルテの開発・普及の推進標準的な電子カルテの開発・普及の推進

•• 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

•• 用語・コードの標準化用語・コードの標準化 （（病名、医薬品、医療材料、手術処置など）病名、医薬品、医療材料、手術処置など）

 政府ＩＴ戦略本部政府ＩＴ戦略本部
•• ee--JapanJapan戦略（戦略（20012001））•• ee JapanJapan戦略（戦略（20012001））

→→ ＩＴ新改革戦略（ＩＴ新改革戦略（20062006））
•• レセプト完全オンライン化（レセプト完全オンライン化（〜〜20112011））

•• 生涯を通じた自らの健康管理生涯を通じた自らの健康管理((〜〜2010)2010)
•• 遠隔医療を推進遠隔医療を推進

•• 統合系医療情報システムの普及を推進統合系医療情報システムの普及を推進((〜〜2010)2010)
•• 医療・健康・介護・福祉分野全般にわたる情報化を推進医療・健康・介護・福祉分野全般にわたる情報化を推進

•• ii--JapanJapan戦略戦略(2009.7)(2009.7) 日本版日本版EHR (Electronic Health Record)EHR (Electronic Health Record)

•• 健康医療情報の自己管理による診療での利用健康医療情報の自己管理による診療での利用

•• 臨床研究・疫学研究のための匿名化臨床データベースの構築臨床研究・疫学研究のための匿名化臨床データベースの構築

行政 etc…..

医学系研究者

医学関係の学会／団体

医療施設

診療データ

預ける引き出す

別の医療施設

見せる

受け取る

定められた
利用手続きにより

活用

委任契約での
自動預託も可能

i-Japan戦略 日本版日本版EHREHRの２つの柱の２つの柱

デ

臨床研究・疫学研究のための
匿名化臨床データベース

生涯型健康・診療
データ管理バンク

健康医療情報の自己管理
による診療での利用

活用

特定の疾患や医療行為に関す
る

定められた項目を匿名化後に
自動登録

（患者の拒否は可能）

データ登録

現状の課題の事例（１）現状の課題の事例（１）

緊急時に、他の医療機関での診療内容が緊急時に、他の医療機関での診療内容が
正確にわからない。正確にわからない。
・・普段通院中の患者が外出中や夜間に急に具合が悪くなっ普段通院中の患者が外出中や夜間に急に具合が悪くなっ

て、別の病院に救急車で運ばれた場合、普段の処方内容、て、別の病院に救急車で運ばれた場合、普段の処方内容、
これまで受けてきた診療内容 レントゲンなど医師が必要とこれまで受けてきた診療内容 レントゲンなど医師が必要とこれまで受けてきた診療内容、レントゲンなど医師が必要とこれまで受けてきた診療内容、レントゲンなど医師が必要と

するデータがすぐにわからないまま診療しなければならない。するデータがすぐにわからないまま診療しなければならない。

→→ 的確な診断、治療開始が遅れる可能性的確な診断、治療開始が遅れる可能性

もしどこかにアクセスして必要最小限の診療内
容が入手できれば、的確な診療を速く開始でき
るようになるか？
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救急医療機関は、どうやって他の医療機関での救急医療機関は、どうやって他の医療機関での
診療情報を入手すればよいか？診療情報を入手すればよいか？

方法１：診療データをメディア（方法１：診療データをメディア（ICICカード等）に格カード等）に格
納して患者が携帯し提示する。納して患者が携帯し提示する。
→→誰が書き込む？誰が書き込む？ 携帯していないときに意識を携帯していないときに意識を
失ったら？失ったら？失失

方法２：医療機関が救急用データをどこかに預方法２：医療機関が救急用データをどこかに預
けておき、救急医療機関が必要に応じてダウけておき、救急医療機関が必要に応じてダウ
ンロードして入手。ンロードして入手。
→→事前同意なしに使用事前同意なしに使用OKOK？？ どこに預ける？どこに預ける？

現状の課題の事例（２）現状の課題の事例（２）

 処方せん（特に手書き）の問題処方せん（特に手書き）の問題
•• 同時飲み合わせ禁止の医薬品同士をチェックし忘れて同同時飲み合わせ禁止の医薬品同士をチェックし忘れて同

時に処方してしまうことがありうる。時に処方してしまうことがありうる。

•• まれに記載ミスや調剤薬局での読み間違いが起こりうる。まれに記載ミスや調剤薬局での読み間違いが起こりうる。

•• 検査結果をチェックしてから処方する必要がある医薬品検査結果をチェックしてから処方する必要がある医薬品•• 検査結果をチェックしてから処方する必要がある医薬品検査結果をチェックしてから処方する必要がある医薬品
の処方や、アレルギーを確認しないといけない処方を出の処方や、アレルギーを確認しないといけない処方を出
すときに、気づかずに作成してしまう場合がある。すときに、気づかずに作成してしまう場合がある。

•• 他の医療機関で出されている処方を知らずに作成してし他の医療機関で出されている処方を知らずに作成してし
まうことがある。まうことがある。

もしパソコン上の専用ソフトで処方せんを作成すれば、
これらの問題を減らすことができ、医療における安全性
をこれまで以上に高めることができるか？

飲み合わせ禁止情報などはどこにあるか？飲み合わせ禁止情報などはどこにあるか？
他医療機関での処方内容はどのように知るか？他医療機関での処方内容はどのように知るか？

 公共資源としての医薬品データベースの必要性公共資源としての医薬品データベースの必要性

•• 飲み合わせ禁止薬品の組み合わせデータ、医薬飲み合わせ禁止薬品の組み合わせデータ、医薬
品ごとの適切な服用量、服用方法などのデータ品ごとの適切な服用量、服用方法などのデータ
ベースが自由に利用できる形で存在しないベースが自由に利用できる形で存在しない

 他の医療機関での電子的な処方データは入他の医療機関での電子的な処方データは入
手できない手できない

•• すくなくとも処方データ、薬局での調剤データはすくなくとも処方データ、薬局での調剤データは
患者が電子的に携帯するか、医療機関が患者同患者が電子的に携帯するか、医療機関が患者同
意のもとで安全に取得できる仕組みが必要意のもとで安全に取得できる仕組みが必要

現在までの医療ＩＴ戦略での問題現在までの医療ＩＴ戦略での問題

 保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン （（20012001年）年）

 新ＩＴ改革戦略（新ＩＴ改革戦略（20062006年）年）

 医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン医療・健康・介護・福祉分野の情報化グランドデザイン （２００（２００77
年）年）

いずれも、実現の具体的方策において、医療を受ける側いずれも、実現の具体的方策において、医療を受ける側
（患者）と国（行政）の視点でのメリットを強調するあまり、（患者）と国（行政）の視点でのメリットを強調するあまり、
肝心のＩＴ利用者である肝心のＩＴ利用者である医療者側視点でのメリットが見医療者側視点でのメリットが見
える方策が不十分える方策が不十分。。

また、技術開発と一方的導入政策に偏っており、制約とまた、技術開発と一方的導入政策に偏っており、制約と
なっているなっている法制度の見直しや運用のための周辺環境、法制度の見直しや運用のための周辺環境、
指針の整備が不十分指針の整備が不十分である。である。

処方オーダー率・電子カルテ導入率処方オーダー率・電子カルテ導入率
小規模病院と診療所では低い小規模病院と診療所では低い

２２％

２０％ ８％

４％

７０％
７％ ３％ ７％ ２１％

参考：診療所のレセプト処理コンピュータ導入率は６６％

欧米主要国との比較欧米主要国との比較

国別導入率

数字は％

日本

(H17)
オー
ストラ
リア

カナダ ドイツ オラン
ダ

ニュー
ジーラ
ンド

英国 米国

診療所
電子カルテ

８％ 79-90 20-23 42-90 95-98 92-98 89-99 24-28

日本の診療所のＩＴ使用率は低い。
一方で、病院でのＩＴ使用率は欧米並みで、特にオーダシステムの使用率はかなり高い。

診療所
オーダ

システム

（10％

前後）

75-81 5-11 59 85 90 >90 9

病院
電子カルテ

７％ <10 <10 <5 <5 <10 8 （10-20）

病院

オーダ

システム

２２％ <1 <1 <5 <5 <1 3 5-10

欧米のデータは Int J Med Inform 2008;77(12):848-854 より
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医療ＩＴ基盤整備のための医療ＩＴ基盤整備のための
ソリューション（１）ソリューション（１）

地域医療情報連携ハブセンターを地域医療情報連携ハブセンターを
地域ブロック（全国１０程度）に設置し、地域ブロック（全国１０程度）に設置し、各医療機関が各医療機関が
安心して安全に他の医療機関と診療情報連携でき電安心して安全に他の医療機関と診療情報連携でき電
子中継センターとする子中継センターとする。。

•• 医療データを安全に相互交換できる暗号化・電子署名・認医療データを安全に相互交換できる暗号化・電子署名・認
証基盤を整備し、証基盤を整備し、 ハブが送受信を中継する。ハブが送受信を中継する。

•• 救急医療に必要な日常診療上のポイントとなる必要最小限救急医療に必要な日常診療上のポイントとなる必要最小限
の基礎診療情報は、患者の事前同意のもとでセンターが預の基礎診療情報は、患者の事前同意のもとでセンターが預
かり、救急医療に限り提供する。かり、救急医療に限り提供する。

地域医療情報連携ハブセンター地域医療情報連携ハブセンター
の必要性の必要性

各医療機関が診療データを安心して安全に他の医療機関に送信したり、救各医療機関が診療データを安心して安全に他の医療機関に送信したり、救
急診療時に必要なデータを問い合わせて入手したりできる中継センター急診療時に必要なデータを問い合わせて入手したりできる中継センター
が必要になる。が必要になる。

調剤薬局が調剤した後発医薬品情報なども元の医療機関に返す機能をもつ。調剤薬局が調剤した後発医薬品情報なども元の医療機関に返す機能をもつ。
ＩＴ化できていない診療所の伝票等を、代行して電子化する機能を一部受けＩＴ化できていない診療所の伝票等を、代行して電子化する機能を一部受け

持つことも考えられる。持つことも考えられる。

地域医療情報 地域医療情報地域医療情報
連携ハブセンター

調剤薬局
病院

診療所

地域医療情報
連携ハブセンター

調剤薬局
病院

診療所

暗号化された
必要最小限の診療データ

未ＩＴ化診療所

インターネット上に安全な閉域暗号化回線ネットワーク（ＶＰＮ）などを構築することにより実現

医療ＩＴ基盤整備のための医療ＩＴ基盤整備のための
ソリューション（２）ソリューション（２）

小規模病院と診療所へのＩＴ導入の急進化戦略をすすめる。小規模病院と診療所へのＩＴ導入の急進化戦略をすすめる。
•• 診療所や診療所や200200床以下病院に必須の医療基盤ソフトウエアパッケージ床以下病院に必須の医療基盤ソフトウエアパッケージ

を、国で共通システムとして集中開発して配布し、導入経費負担を医を、国で共通システムとして集中開発して配布し、導入経費負担を医
療側にかけない。療側にかけない。

•• 必須ソフトとして電子カルテではなく、標準的な技術を利用した「医療必須ソフトとして電子カルテではなく、標準的な技術を利用した「医療
基盤ソフト」を整備することが重要。基盤ソフト」を整備することが重要。

※※ 医療基盤ソフトとは医療基盤ソフトとは
１）１） 医薬品データベースを装備し処方せんが作成できる。医薬品データベースを装備し処方せんが作成できる。
２）２） 地域医療情報連携ハブに自動接続し、他機関の診療情報を患者地域医療情報連携ハブに自動接続し、他機関の診療情報を患者
同意のもとで利用できる。同意のもとで利用できる。

３）３） 救急診療用のデータをハブに送受信できる。救急診療用のデータをハブに送受信できる。
４）４） 血液検査データを民間臨床検査センターから電子的に受け取っ血液検査データを民間臨床検査センターから電子的に受け取っ
て経時的管理ができる。て経時的管理ができる。

５）５） 電子カルテ化に必須のさまざまな標準基盤技術を装備した電子カルテ化に必須のさまざまな標準基盤技術を装備したOSOS
（オペレーティングシステム）として機能する。（オペレーティングシステム）として機能する。

６）６） レセプト計算システムと連動する機能を有する。レセプト計算システムと連動する機能を有する。
７）７） 患者に必要なデータをわたしたり患者が電子的に持ち運べる。患者に必要なデータをわたしたり患者が電子的に持ち運べる。

医療ＩＴ基盤整備のための医療ＩＴ基盤整備のための
ソリューション（３）ソリューション（３）

 健康医療情報基盤としての健康医療情報基盤としての共通ＩＤの整備共通ＩＤの整備とＩＴ化阻とＩＴ化阻
害要因となる法制度の見直しの必要性害要因となる法制度の見直しの必要性
•• いろいろな場所（医療機関）で生涯通じて発生しつづけるいろいろな場所（医療機関）で生涯通じて発生しつづける

個人の健康医療データを安全・確実に扱うためには、どう個人の健康医療データを安全・確実に扱うためには、どう
しても１つの個人ＩＤが必要。しても１つの個人ＩＤが必要。も 個人 必要。も 個人 必要。
 このようなＩＤなしに、異なる時期に異なる医療機関を受診した２このようなＩＤなしに、異なる時期に異なる医療機関を受診した２

つのデータが同じ人のデータなのかどうかどうやって識別するのつのデータが同じ人のデータなのかどうかどうやって識別するの
かか??（同姓同名同一生年月日であっても同じ患者とは限らない）。（同姓同名同一生年月日であっても同じ患者とは限らない）。
これでは緊急時に検査データや処方データの送信さえできない。これでは緊急時に検査データや処方データの送信さえできない。

 医療の医療のITIT化をや電子的な情報連携を推進する上で化をや電子的な情報連携を推進する上で
障害となっている既存の法令や障害となっている既存の法令や暗黙の解釈暗黙の解釈があり、があり、
これらを改善これらを改善する必要がある。する必要がある。
•• どこにも「駄目」とは書いていないが、「差し支えない」ともどこにも「駄目」とは書いていないが、「差し支えない」とも

書いていない。書いていない。

医療施設

診療データ

別の医療施設

見せる

受け取る

健康医療情報の自己管理を促進するための
「健康医療電子データ預かりサービス」の実現

生涯型健康・診療
データ管理バンク

健康・診療データの個人ベースでの管理

「健康医療電子データ預かりサービス」

預ける引き出す

委任契約での
自動預託も可能に

たとえば銀行法に類した種々の法令の整備が求められるのではないか。

救急診療時

電子カルテシステムの標準化電子カルテシステムの標準化

 標準的電子カルテ推進委員会最終報告（標準的電子カルテ推進委員会最終報告（２００５．５）２００５．５）の骨子の骨子

総論総論

1. 1. 標準的な電子カルテシステムの目的や目標の明確化標準的な電子カルテシステムの目的や目標の明確化

要件・技術課題要件・技術課題要件・技術課題要件・技術課題

22．電子カルテシステムが備えるべき共通の機能と構成、．電子カルテシステムが備えるべき共通の機能と構成、
システム要件システム要件

3. 3. 優れたマン・マシンインターフェイスのモデル化優れたマン・マシンインターフェイスのモデル化

44．システム上の共通の機能に対応するソフトウエア部品の．システム上の共通の機能に対応するソフトウエア部品の
標準化のあり方標準化のあり方

55．医療安全確保の視点からの電子カルテシステムの機能．医療安全確保の視点からの電子カルテシステムの機能
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電子カルテのための標準化の問題電子カルテのための標準化の問題

 システム相互接続仕様システム相互接続仕様
•• ベンダーの異なるシステムを接続するたびに多大な打ち合わせ、相ベンダーの異なるシステムを接続するたびに多大な打ち合わせ、相

手の仕様の理解、開発・テストが必要になる手の仕様の理解、開発・テストが必要になる
 異ベンダーの技術者同士の打合せのための時間調整異ベンダーの技術者同士の打合せのための時間調整

 技術資料の作成、既存システムのカスタマイズ技術資料の作成、既存システムのカスタマイズ

 マスターのコード：マスターのコード： マスターのコード：マスターのコード：
•• システム導入のたびに異なるローカルコード同士の対応付け作業がシステム導入のたびに異なるローカルコード同士の対応付け作業が

必要必要

•• コード対照不一致による不正動作、会計請求ミスコード対照不一致による不正動作、会計請求ミス

•• そもそもコードが意味するものが不明で処理できないそもそもコードが意味するものが不明で処理できない

 データ提供に関する規格（診療情報提供、患者さんへのデーデータ提供に関する規格（診療情報提供、患者さんへのデー
タ提供など）タ提供など）
•• 受領した側が、個々に対応するソフトを用意する必要受領した側が、個々に対応するソフトを用意する必要

•• 異なる医療機関からのデータの電子的に統合管理できない異なる医療機関からのデータの電子的に統合管理できない

将来の電子カルテ普及を見込んだ将来の電子カルテ普及を見込んだ
標準化の活動標準化の活動

 用語・コードの標準化用語・コードの標準化
•• 病名、医薬品、医療材料、手術処置・・・病名、医薬品、医療材料、手術処置・・・

 診療データ交換・提供字の記述規約の標準化診療データ交換・提供字の記述規約の標準化
•• ＨＬ７ ＤＩＣＯＭ等ＨＬ７ ＤＩＣＯＭ等•• ＨＬ７、ＤＩＣＯＭ等ＨＬ７、ＤＩＣＯＭ等

 ＨＥＬＩＣＳ標準化指針ＨＥＬＩＣＳ標準化指針

•• ＨＬ７ＣＤＡＨＬ７ＣＤＡ R2R2準拠・電子診療情報提供書規格準拠・電子診療情報提供書規格

•• 特定健診・特定保健指導の電子データ様式特定健診・特定保健指導の電子データ様式

 電子カルテの機能、業務フロー、開発アーキテク電子カルテの機能、業務フロー、開発アーキテク
チャ等チャ等

 国際協調：ＩＳＯ／ＴＣ２１５国際協調：ＩＳＯ／ＴＣ２１５

医療用語とコードの標準化の現状医療用語とコードの標準化の現状

 用語とコード用語とコード
•• 医学用語辞典医学用語辞典

•• MEDISMEDIS標準マスター標準マスター [1][1]
・標準病名マスター・標準病名マスター
・手術・処置マスター・手術・処置マスター
・臨床検査マスター・臨床検査マスター臨床検査 タ臨床検査 タ
・医薬品マスター・医薬品マスター
・医療機器データーベース・医療機器データーベース
・看護実践用語標準マスター＜看護行為編＞・看護実践用語標準マスター＜看護行為編＞
・看護実践用語標準マスター＜看護観察編＞・看護実践用語標準マスター＜看護観察編＞
・症状所見マスター＜身体所見編＞・症状所見マスター＜身体所見編＞
・歯科分野マスター＜病名＞＜手術・処置＞・歯科分野マスター＜病名＞＜手術・処置＞
・画像検査マスター・画像検査マスター
・Ｊ・Ｊ--ＭＩＸ（電子保存された診療録情報の交換のためのデータ項目ＭＩＸ（電子保存された診療録情報の交換のためのデータ項目

セット）セット）

[1]MEDIS: （財）医療情報システム開発センター

（財）医療情報システム開発センター
http://www.medis.or.jp/

http://www.medis.or.jp/

http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/

静岡県版方式静岡県版方式 患者への診療データ患者への診療データ
ＣＤ－ＲＯＭ提供ＣＤ－ＲＯＭ提供

http://www.mi.hama-med.ac.jp/emr/



2009/12/2

9

http://www.helics.jp

HELICSHELICS指針に指針に
採択されている標準規格等採択されている標準規格等

1: 1: 標準医薬品マスタ－（通称標準医薬品マスタ－（通称HOTHOT番号）番号）

2: 2: ＪＡＨＩＳＪＡＨＩＳ 臨床検査データ交換規約臨床検査データ交換規約

3: 3: 医療におけるデジタル画像と通信医療におけるデジタル画像と通信(DICOM)(DICOM)
4: 4: 電子カルテ用標準電子カルテ用標準病名マスター病名マスター4: 4: 電子カルテ用標準電子カルテ用標準病名マスタ病名マスタ

5: 5: 患者診療情報提供書及び電子診療データ患者診療情報提供書及び電子診療データ

6: 6: 診療情報提供書診療情報提供書

7: IHE7: IHE統合プロファイル統合プロファイル 可搬型医用画像可搬型医用画像

8: 8: 医療波形フォーマット－第医療波形フォーマット－第9200192001部：符号化規則部：符号化規則
MFERMFER

電子カルテ、医療電子カルテ、医療ITIT
における厚労省標準の策定の動きにおける厚労省標準の策定の動き

 手順手順

•• （１）（１） HELICSHELICS協議会の標準化指針に採択協議会の標準化指針に採択
各団体・学会の策定する各団体・学会の策定するITIT化用の標準規格や標化用の標準規格や標
準コードを準コードをHELICSHELICS指針にする指針にする準 ドを準 ドを CSCS指針にする指針にする

•• （２）（２） 厚労省の保健医療情報標準化会議におい厚労省の保健医療情報標準化会議におい
て、て、HELICSHELICS指針のなかから厚労省標準とするも指針のなかから厚労省標準とするも
のを選択するのを選択する

•• （３）（３） パブリックコメントを求めるパブリックコメントを求める

•• （４）（４） 厚労省標準として通知厚労省標準として通知

残る課題残る課題

１：１： ネット上の診療行為の拡大ネット上の診療行為の拡大

5252

１：１： ネット上の診療行為の拡大ネット上の診療行為の拡大

２：２： 同一人を同定する仕組み同一人を同定する仕組み

３：３： ナショナルデータベースのあり方ナショナルデータベースのあり方

遠隔診療の現状と課題遠隔診療の現状と課題

 現状：遠隔診療は平現状：遠隔診療は平99厚労省医政局通知（平厚労省医政局通知（平1515一部改正）により条件付一部改正）により条件付
きで認められているが、制限が厳しく、生活習慣病など慢性疾患の継続きで認められているが、制限が厳しく、生活習慣病など慢性疾患の継続
診療患者の診療の安定期においても７種類の在宅診療患者に助言・指診療患者の診療の安定期においても７種類の在宅診療患者に助言・指
導を行うこと以外については、明確には許可されていない。処方せんを導を行うこと以外については、明確には許可されていない。処方せんを
発行してもよいかどうかについても明示されていない。発行してもよいかどうかについても明示されていない。

 対策：対策： 慢性疾患安定期の電子メール等による遠隔診療と処方せん発行慢性疾患安定期の電子メール等による遠隔診療と処方せん発行
の緩和の緩和

 生活習慣病など慢性疾患の継続診療患者の診療の安定期において継生活習慣病など慢性疾患の継続診療患者の診療の安定期において継
続診療している医師が診療する場合には、都市部、僻地、離島に関わら続診療している医師が診療する場合には、都市部、僻地、離島に関わら
ず、患者が希望する場合には医師の判断により映像を伴わない遠隔診ず、患者が希望する場合には医師の判断により映像を伴わない遠隔診
療ができ、かつ電子処方発行と送付ができるように緩和する。療ができ、かつ電子処方発行と送付ができるように緩和する。

 診療の安全を確保するため、対面診療をはさまないで２回以上連続した診療の安全を確保するため、対面診療をはさまないで２回以上連続した
遠隔診療はできない、処方の最大日数を遠隔診療はできない、処方の最大日数を3030日以内にするなどの制限を日以内にするなどの制限を
つけるなどが考えられる。つけるなどが考えられる。 5353

同一人を同定する仕組みとしての「社会保障カード」の議論同一人を同定する仕組みとしての「社会保障カード」の議論

平成１９年７月２６日 「重点計画－２００７」（ＩＴ戦略本部）（抜粋）
社会保障カード（仮称）の推進（厚生労働省）

年金手帳や健康保険証、更には介護保険証としての役割を果たす「社会保障カード（仮
称）」を２０１１年度中を目途に導入することを目指す。その際、電子私書箱（仮称）の検
討と連携しつつ、希望する個人が健診情報等の健康情報の閲覧・管理に役立てるため
の仕組みの導入に向け、システム基本構想等について検討を行い、２００７年内を目途
に結論を得る

5454
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加入者を特定する「鍵となる情報」≒制度共通番号

5555

個人の情報管理を視点においた「電子私書箱」構想個人の情報管理を視点においた「電子私書箱」構想

5656

国の管理する匿名化ＤＢの「行方」国の管理する匿名化ＤＢの「行方」

 保険者は電子化レセプトデータと健診・保健指導保険者は電子化レセプトデータと健診・保健指導
データを保有する。データを保有する。

 健診データ、保健指導データが、電子化レセプト健診データ、保健指導データが、電子化レセプト
データと照合・解析され、匿名化されて実績として国データと照合・解析され、匿名化されて実績として国
に報告されるに報告される

5757

に報告される。に報告される。

（参考（参考H19.11:H19.11:医科レセ件数医科レセ件数87008700万件／月、レセ電率万件／月、レセ電率30%30%））

このナショナルデータベースを誰がどう使えるのか？このナショナルデータベースを誰がどう使えるのか？

→→医療サービスの質の向上等のための医療サービスの質の向上等のための
レセプト情報等の活用に関する検討会レセプト情報等の活用に関する検討会

http://www.mhlw.go.jp/shingi/http://www.mhlw.go.jp/shingi/

行政 etc…..

医学系研究者

医学関係の学会／団体

医療施設

診療データ

預ける引き出す

別の医療施設

見せる

受け取る

定められた
利用手続きにより

活用

委任契約での
自動預託も可能

提案する将来像
→ i-Japan戦略2009 日本版日本版EHREHRの２つの柱の２つの柱

臨床研究・疫学研究のための
匿名化全国規模の

悉皆臨床データベース

生涯型健康・診療
データ管理バンク

健康医療情報の自己管理
による診療での利用

活用

特定の疾患や医療行為に関する
定められた項目を匿名化後に

自動登録
（患者の拒否は可能）

自動データ登録

電子カルテから電子カルテからEHREHR そして全国規そして全国規
模の悉皆臨床データベースへ模の悉皆臨床データベースへ

 Collective Intelligence (Collective Intelligence (集積知）としての集積知）としての
臨床データベース臨床データベース

•• 日常診療の記録から構築された臨床データベースは、医療専門家が、実際日常診療の記録から構築された臨床データベースは、医療専門家が、実際
に多くの患者に直面して、それぞれの状態に応じて最適と考えてアクションに多くの患者に直面して、それぞれの状態に応じて最適と考えてアクション
を起こしたを起こした
「患者の状態パターン毎の診療行為情報の膨大な蓄積」「患者の状態パターン毎の診療行為情報の膨大な蓄積」「患者の状態パターン毎の診療行為情報の膨大な蓄積」「患者の状態パターン毎の診療行為情報の膨大な蓄積」

•• 同時に、その診療行為に対する同時に、その診療行為に対する
「診療行為ごとの患者の反応情報の膨大な蓄積」「診療行為ごとの患者の反応情報の膨大な蓄積」

患者状態とアクションとの関係の集積は、専門家の意思決定プロセスを反映した
知識と生体反応状況のデータベース

① 知識を抽出し定式化して活用する（Knowledge Discovery、Data Mining）
② 類似パターンをそのまま活用して、予測する／医療安全のための警告を出す

２） DPC (Diagnostic Procedure Combination)
データベース by ２２c医療経営政策学講座

医療機関数 延べ退院患者数(万人）
2002 7-10月 82 26
2003 7-10月 185 44
2004 7-10月 174 45
2005 7-10月 249 73
2006 7 12月 262 108

DPC松田研究班*調査参加施設数

*厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）
診断群分類を活用した医療サービスのコスト推計に関する研究
主任研究者松田晋哉（産業医科大学公衆衛生学教室教授）

分担：橋本英樹、康永秀生（医療経営政策学寄附講座）

2006 7-12月 262 108
2007 7-12月 926 299

参加施設の全病床数約30万床：全国の約3分の１
延べ退院患者数299万人：全国の約2分の1
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くも膜下出血
N %

院内死亡 592 10.2
合併症 2568 44.1
　　水頭症 968 16.6
　　術後脳梗塞 574 9.9
　　髄膜炎 255 4.4

脳浮腫 脳 ルニア 109 1 9

くも膜下出血手術後の
死亡および合併症（N=5,827）

康永秀生先生（医療経営政策学寄附講座）提供

　　脳浮腫・脳ヘルニア 109 1.9
　　髄液漏 108 1.9
　　術後脳内出血 54 0.9
　　テルソン症候群 26 0.4
　　呼吸器合併症 592 10.2
　　敗血症 115 2.0
　　心合併症 116 2.0
　　創感染 49 0.8
　　静脈血栓塞栓症 35 0.6
　　腎不全 28 0.5

早期大腸がん・内視鏡的粘膜切除術

内視鏡を挿入して，がん病巣を含む大腸粘膜を
高周波電流で焼き切る方法

49,097 例（882 施設）中、
穿孔 51例（0.10％）

（うち、開腹手術移行 22例）
出血 441例（0.90％）

康永秀生先生（医療経営政策学寄附講座）提供

臨床データベースを臨床データベースを
最大限に有効に活用するために最大限に有効に活用するために

 多施設間利用性多施設間利用性

•• 多施設の臨床データベースを統合して活用でき多施設の臨床データベースを統合して活用でき
ることが必要ることが必要

 国際比較性国際比較性 国際比較性国際比較性

•• 臨床データベースから得られた知見を国際的に臨床データベースから得られた知見を国際的に
比較できることが必要比較できることが必要

 長期継続利用性／経年変化対応性長期継続利用性／経年変化対応性

•• 医療や医療やITITの経年進歩に対応する一方で、１０数の経年進歩に対応する一方で、１０数
年以上に及ぶ経年蓄積データベースを有効に活年以上に及ぶ経年蓄積データベースを有効に活
用できることが必要用できることが必要

ご清聴ありがとうございました

6464


