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 本委員会は、平成 24（2012）年 7 月 5 日に開催された第 1 回委員会において、横倉会長

より、「ITを活用した地域医療連携の実践について」諮問を受けました。 

 現在、地域医療再生基金を使い、ITを活用した地域医療連携のためのネットワークやシス

テムが全国で構築されつつあります。しかし、過去を振り返ると、補助金等を活用してシス

テムを構築したものの、うまく運用できずに立ち消えとなるケースも多く見受けられます。

本委員会は、横倉会長の「『医療連携 IT 化元年』という位置付けの元で、地域医療連携をう

まく動かすための具体的な議論をして欲しい」とのご要望を基本に議論いたしました。 

 第 1回委員会開催後の平成 24（2012）年 12 月 26 日、民主党から自民党に政権が交代し

たことに伴い、「社会保障・税番号制度」、「レセプト情報の提供と利活用」、「個人情報保護」

等に関する諸問題や、IT戦略本部が示した「新たな情報通信技術戦略におけるシームレスな

地域連携医療」など、医療分野の IT 化に関する幾つかの政府方針が中断・変更されました。

その影響で、委員会の議論に混乱を生じたこともありましたが、2 年間にわたる本委員会で

の検討結果を取り纏めましたので、答申として提出いたします。 
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1. はじめに【川出 靖彦 委員長】 

 平成 8（1996）年 3月、会長諮問「医師と患者の人間関係の醸成を基盤に、かかりつけ医

機能の支援、病診連携の推進、医療と福祉の連携等、地域医療充実のための医療システム・

情報システムの現状分析と今後の対策」に対して、当時の医療システム研究委員会が取り纏

めた報告書を皮切りに、日本医師会及び歴代の情報化関連委員会では、新しい情報技術

（Information Technology、IT）を医療の世界に如何に取り入れ、活用していくべきかにつ

いて検討を重ねてきた。 

 上記の平成 7年度医療システム研究委員会報告書「佐藤一太郎医師などの物語－2005年の

かかりつけ医－」1は、当時各地の医師会で行われていた様々な改革の試みが実を結んだ 10

年後の未来（＝2005年）の状況を物語形式で示したものである。同委員会は、報告書のまえ

がきにおいて、「この物語を読んで、それでもこれは 2005 年には到底実現しない SF だと感

じる人もいるかもしれない。また、それとは全く逆に、このようなことはいずれも現在も充

分可能なことで、これを改めて物語にすることなど全く意味がないという人もいるかもしれ

ない」と述べ、「この物語の姿を実現するには、強力なイニシアティブまたはリーダーシップ

も必要である。そのことも物語に組み込んではあるが、このリーダーシップが今後 10年の間

に医師会員によって発揮されることを本委員会は強く望むものである」と結んでいる。 

 平成 26（2014）年 1月は、報告書発表から 18年、想像された物語世界から 9年が過ぎて

しまっている。しかし、現実世界の医療連携において、ITは依然一般的技術として広く利用

されるに到っておらず、狭い地域、少ない参加者、そして長続きしない試みに終始している

と言わざるを得ない状況である。 

 平成 8（1996）年当時の IT環境に比べ、ハード・ソフトの技術（通信技術、コンピュータ

の記憶・計算処理能力）は大変な進歩を遂げ、医療連携 IT化のための環境はほぼ整ったと言

える状況にある。 

 では何が不足し、どのような努力が足りなかったために、平成 17（2005）年には到達して

いるはずだった医療 IT 化が達成できなかったのであろうか。過去から現在・未来にかけて、

多岐にわたる検討が必要であったが、主に次に示す 5 つのテーマについて検討し、答申とし

て取り纏めた。 

 

【過去の事例の検証】 

 これまで全国各地で取り組まれた ITを利用した地域医療連携の成功・失敗事例の検証を

行い、見習うべき成功例から今後の道筋を探すこととした。 

 

【災害時の医療連携】 

 「災害に耐え得る強い医療システムを如何に構築するか」、「医療連携の IT化は災害時に

も有用なのか」という問題について、東日本大震災を被災した東北地方の医療体制の復旧・

復興動向に注目しながら、あるべき医療連携の IT化の参考とすることにした。 
                                                  
1 http://www.med.or.jp/japanese/members/iinkai/meibo/rep/system07/index.html 
（日医ホームページメンバーズルーム内：要・会員用アカウント） 
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【データ形式の標準化】 

 従来、医療連携の IT化を阻む要因の一つとして、情報の改竄・漏洩に対する防御の壁が

厚く高く立ちはだかっていた。そのため、医療情報については、外部と接触しないように隔

離して保存・蓄積することが、安価で安全な方法として採用されてきた。 

 しかし、IT 化された医療情報を交換、共有し、連携を行っていくためには、外部との接

続は避けて通ることはできない道である。 

 また、各医療機関で運用されている電子カルテ、オーダリングシステム、電子レセプトな

どは、統一されたデータ形式、保存形式ではなく、医療機関ごとに、ソフトごとに千差万別

で情報交換の障害となっていた。 

 こうした状況を改善するため、厚生労働省は平成 18（2006）年度より「厚生労働省電子

的診療情報交換推進事業」（SS-MIX：Standardized Structured Medical record Information 

eXchange）2を開始、平成 24（2012）年 3 月には一部改良した SS-MIX23を公表し、医療

情報の交換・共有に関心を持つ全てのメーカー、ソフト関連会社、販売会社などに広く参加

を呼びかけて、協調して推進することを求めている。 

 今後の医療連携ソフト開発にこの仕様を取り入れることについても検討した。 

 

【日医認証局の普及促進】 

 平成 24（2012）年 12月、日本医師会認証局の ICカード発行体制の整備が理事会で承認

され、日医が本格的に「医師認証機構（仮称）」を運営し、今後の医療 IT化の基盤整備を進

めていくことになった。 

 これを受け、医療連携の IT化に際し、日医認証局を積極的に利用してもらうため、その

普及促進の必要性について検討した。 

 

【個人情報保護】 

 医療連携の IT 化、災害時に強い医療 IT 化、医療 IT 化に伴う医療情報の収集・活用が、

個人情報の遺漏・悪用につながらないよう、情報利用時の個人情報保護の必要性を十分に認

識すると共に、その方策について検討することとした。 

 

 なお、各地域における取り組みの経験やそこから得た反省・今後の注意点、あるべき方向

性を広く日本医師会会員に共有していただくために、本答申は各委員が分担執筆する形式を

採った。各地域で様々な医療 IT化に取り組んできた経験豊かな各委員の記述から、医療連携

の IT 化に立ちはだかる多岐にわたる様々な問題点や解決策などを読み取っていただくこと

ができよう。その上で答申としてのまとめを読んでいただき、今後の医療連携 IT化のための

出発点としていただければ幸いである。 

  

                                                  
2 http://www.hci-bc.com/ss-mix/index.html 
3 http://www.jami.jp/jamistd/ 
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2. ITを活用した地域医療連携のこれまで 

2.1. 過去から現在の状況―日医総研の地域医療連携調査から 
  【上野 智明 日医総研主席研究員】 
2.1.1. 調査の経緯 

 これからの医療提供体制構築にあたっては、様々な視点から地域での医療連携の重要性が

高まっている。ITを利用した地域医療連携については、この十数年、各省庁の実証事業やモ

デル事業など、全国で多くの取り組みが行われてきたが、全てを俯瞰した資料が存在してい

ない。本委員会では答申を作成するにあたって、日本医師会総合政策研究機構（日医総研）

に「ITを利用した地域医療連携」の全国調査を依頼した。本項では調査結果を基に全国の地

域医療連携の状況について抜粋した結果を報告する。 

 なお、詳細については、日医総研ホームページ上にある「ITを利用した地域医療連携」4 

を参考されたい。 

 

2.1.2. 調査結果の概要と考察 

(1) ITを利用した地域医療連携の数について 

 調査では、最終的に 154 箇所から回答を得て、全ての都道府県で何らかの IT を利用した

地域医療連携の取り組みが行われていることが確認できた。その中で、平成 12（2000）年～

平成 22（2010）年までの 11 年間に開始された地域医療連携は 47 箇所である。その後、平

成 21（2009）年度第一次補正予算を皮切りに都合 5回にわたる地域医療再生基金の影響もあ

り、平成 23（2011）年度以降にスタート、もしくは開始予定の地域医療連携については 92

箇所から回答を得た。地域別には、中部（30箇所）、関東（25箇所）、近畿（20箇所）の順

であった。 

 

(2) 地域医療連携に参加している施設数について 

 地域医療連携に参加中の「病院」の数は、880 病院（n=118：本質問に回答のあった地域

医療連携数、以下略）であった。これからスタートする地域医療連携を含め、概ね全国の病

院の1割が ITを利用した地域医療連携に参加する時代になったと言えるのではないだろうか。

「診療所」の昨年の参加数は 3,348診療所であった。運営主体別にみた場合の参加施設数は、

「NPO・協議会」、「病院」、「医師会」の順であった。 

 

(3) 患者の同意方法について 

 地域医療連携で医療情報の共有を行うには何らかの患者の同意が不可欠である。その際、

患者が医療機関ごとに自身の医療情報の共有の可否を指定できる方式が、今後の予定も含め

72箇所（n=93, 複数回答あり）を占め、現在の主流であることが示唆された。地域医療連携

に参加する全施設での医療情報共有に患者が一括同意する方式は、今後の予定を含め 34箇所

であった。 

                                                  
4 http://www.jmari.med.or.jp/rma/ 
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(4) 地域医療連携の機能について 

 地域医療連携で提供されているサービスは、「画像情報の共有」が圧倒的に多く、今後の予

定を含め 96 箇所（n=123, 複数回答あり）での実施が報告された。次に「退院時サマリー」

69 箇所、「地域連携パス」63 箇所の順であった。「医療従事者用モバイル対応」の実施率も

比較的上位の結果であった（55箇所）。今後重要になると思われる「在宅医療連携」（54箇所）

ならびに「介護連携」（43 箇所）は、比較的対応が遅れているように見受けられ、取り組み

の推進が期待される。 

 

(5) ネットワークの形態について 

 各医療機関が各々のデータを管理し連携する「分散型」が今後の予定を含め 61箇所（n=117, 

複数回答あり）、中核病院やデータセンターを中心としたいわゆる「集中型」が今後の予定を

含め 56箇所とほぼ同数であった。しかしながら、平成 23（2011）年頃を境として集中型か

ら分散型へと緩やかに移行している傾向がうかがえた。 

 

(6) 連携は双方向か参照のみか 

 地域医療連携への参加医療機関全体で当該患者の医療情報を更新する「双方向」方式が、

今後の予定を含め 80 箇所（n=120, 複数回答あり）、診療所などが中核病院のデータを参照

するだけの「参照のみ」が 82箇所とほぼ同数であった。今後の予定の傾向にも変化はないこ

とが確認できた。 

 

(7) 連携用患者データの保管場所について 

 連携用患者データの保管場所については、今後の予定を含めると「院外のデータセンター」

が 67 箇所（n=117, 複数回答あり）、各医療機関の「院内」が 62 箇所とほぼ同数であった。

しかしながら傾向としては今後、データセンターの活用を予定している地域医療連携が多い。 

 

(8) 患者の地域共通 IDについて 

 複数の医療機関で患者の医療情報を共有するために何らかの「地域共通 ID」を設定してい

るところは今後の予定を含めると 102 箇所（n=109, 複数回答あり）と多数を占めた。一方

「地域共通 IDなし」で運用しているところも 40箇所報告された。 

 

(9) 厚生労働省標準規格の採用状況について 

 最も多く採用されている規格はデジタル画像の「DICOM規格」であった（43箇所, n=83, 

複数回答あり）。次に「ICD10 対応標準病名マスター」（31 箇所）、「診療情報提供書」（17

箇所）の順であった。今後の予定では「診療情報提供書」の採用予定が多く確認できた。 

 

(10) ログインセキュリティの採用状況 

 ログイン時のセキュリティは「IDとパスワード」が、今後の予定を含め 109箇所（n=115, 

複数回答あり）と多数を占めた。医師資格の証明を確実に行う「HPKI電子証明書（ICカー
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ド）」の採用については、今後の予定を含めると 23箇所（n=115）から報告があった。 

 

(11) 地域医療連携システムの構築費用について 

 システムの構築費用については、単純平均額が約 1 億 2 千万円（n=71）との結果を得た。

しかし、最も多い分布は 5千万円以下であり、中央値は 4千万円であった。地域別にみた場

合のシステム構築費用の平均額は、中国が約 2 億 3千万円（72 地域平均）、中部が約 1億 8

千万円（19地域平均）と、全国平均よりも高い傾向を示す一方、四国（5箇所平均）、九州（9

箇所平均）では約 4千万円と、地域による差が大きく見られた。 

 

(12) 地域医療連携システムの運用費用について 

 システムの運用費用については、単純平均額は年間約 1,000万円（n=56）との結果を得た。

地域別にみた場合のシステム運用費用の平均額は、九州が約 1,800万円（8箇所平均）、関東

が約 1,400万円（8箇所平均）と、全国平均よりも高い傾向を示す一方、東北（6箇所平均）、

四国（3箇所平均）では約 300万円と、地域による差が大きく見られた。 

 

(13) 地域医療連携の継続性について 

 一時的な交付金などで構築した地域医療連携の継続を図るひとつの方法が、運営費用を何

らかの形で徴収することである。地域医療連携への参加費用などについて、例えば病院が「無

料」と回答した地域が 60 箇所（n=82）あり、今後の継続性が憂慮された。有料と回答した

地域では、病院の参加平均額が年間約 3万 4千円（n=32）、診療所が約 6千円であった。 

 

2.1.3. 調査の総括 

 以上、今回実施した調査結果の概要を紹介した。 

 毎年のように地域医療連携に関係した実証事業や助成金が計画されてきた中で、平成 12

（2000）年～平成 22（2010）年までの 11 年間にスタートした地域医療連携が、わずか 47

箇所というのはあまりにも少ない。既に何らかの理由で停止・終了し、今回の調査では抽出

できなかった地域医療連携も多数あると思われる。言い換えると、この 11年の間にスタート

した地域医療連携の 47箇所は、きちんと継続できているという点で運営手法の参考になり得

るのではないだろうか。 

 
 
2.2. 分析と考察―各委員の地域の実例から 
2.2.1. 地域の実例―三重県【浦和 健人 委員】 

(1) 「三重県地域医療保健福祉ネットワーク事業」の失敗の要因と考察 

 三重県津市久居地区（久居一志地区医師会）では、平成 9（1997）年から厚生労働省委託

事業である広域病診連携事業に取り組んできたが、平成 13（2001）年度から平成 15（2003）

年度にかけて、経済産業省事業「先進的情報技術活用型医療機関等ネットワーク化推進事業」

の一端として「三重県地域医療保健福祉ネットワーク事業」を行った。 
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 この事業の一部に参加した経験から、その失敗談と今後どうすべきかについて、報告する。 

 

1) 維持費用 

 補助事業であるが故に、活動費用の切れ目が事業の終わりであった。高額のハードと高い

ランニングコストは全て委託料で賄われていたため、委託事業終了と共にネットワーク事業

継続が不可能となった。 

 補助事業終了後のネットワーク運用に必要なコストが、無理なく工面できることが第一に

重要である。 

 

2) 医療機関の IT化整備状況 

 当時の医療機関の IT化整備状況を考えると、ネットワーク事業は時期尚早であった。 

 事業に参加する医療機関のメリットとして、電子カルテソフト「ドクターズソフト」の導

入時補助、ケーブルテレビのインターネット接続費用の補助、センターサーバーのバックア

ップ・サービスの利用、他医療機関との患者情報共有が挙げられていた。しかし、当時の一

般医師会員が利用できる IT技術は、メールとインターネット閲覧、更に加えるならアナロ

グの FAX通信網程度であり、ネットワークで情報を活用するにはスキルが追いつかず、IT

に拒否反応を起こす会員も多かった。一般会員が参加するレベルまでシステムが降りてきて

いなかったため、ほとんどの医療機関はそのメリットを十分に享受できず、参加医療機関数

は非常に少なかった。 

 一方、長崎県の「あじさいネット」の成功理由としては、優秀なキーパーソンの存在、比

較的安価なイントラネットの整備、PDFや FAXといった会員が比較的取り込みやすいツー

ルの利用等が大きいと思われる。 

 現時点でもまだ医療情報ネットワークが構築できていない地域では、むしろアナログ手段

に重点を置いたシステム作りを行う方が、実質的で利用価値の高いネットワークとなり得る

だろう。 

 三重県の失敗から 10 年を経た現在でも、多くの会員の IT スキルはあまり上がっていな

いと考えられる。主に病院が情報提供を行い、その情報を診療所等の医療機関が参照する連

携形態が多いことから、現在進行中の「三重医療安心ネットワーク」は、既存の地域医療連

携ネットワークサービス「ID-Link」5を利用する現実的な選択となっている。 

 

(2) 今後に向けて 

 過去の失敗の教訓を活かし、少しでも効率的に医療情報交換を行うために IT技術を取り入

れていく努力が必要である。 

 三重県ではネットワーク事業が頓挫して以降、医療情報化については、正に「羮（あつも

の）に懲りて膾（なます）を吹く」状態が長く続いてしまった。しかし、IT化により費用対

効果が明らかに高くなる部門には、根気よく医療情報を活用していく努力が必要である。同

時に、参加会員の拡大に向けて、たゆまぬ啓発活動も行っていかなければならない。 

                                                  
5 http://jpn.nec.com/medsq/solution/id-link/ 
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2.2.2. 地域の実例―埼玉県行田市【河本 英敏 委員】 

(1) 埼玉利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム「とねっと」6の問題点 

 埼玉県は、周知の通り「人口 10万対医師数」が 47都道府県中最も少ない県である。その

中でも行田市は医療過疎地域の県北にあり、市の北に流れる利根川は、群馬県との境界とな

っている。 

 先の地域医療再生基金では、県北では最も東の加須市と東南の市を中心とする 7市 2町を

含んだ地域で、埼玉利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム「とねっと」を構築した。

行田市は加須保健所管轄圏内であるため、最も北西の地域として、自治体・医師会とも「と

ねっと」に参加せざるを得ない状況となった。 

 実際には、行田市の救急医療圏は、市の西側にある県北各市（熊谷市、深谷市等）と結ば

れている。加須市との境は大きな国道であり、更に東南の地域とは東北自動車道で分断され

ているため、これら東側の地域とは地理的に救急医療が交わりにくいのは明白である。 

 しかし、保健所管轄は加須保健所管轄（加須市、行田市、羽生市）であり、「とねっと」は、

更に東南の幸手保健所管轄内の医療機関が主となって動いている。 

 現状では、地域医療ネットワークは救急医療圏を中心に構築すべきと考えている。前述の

ように、利根医療圏なるものの存在が、保健所管轄以外の活動においても、行田市医師会に

とって弊害に思えることが多かったのは事実である。 

 このような各種の医療圏の重複は、行田市医師会だけではなく、首都圏あるいは大都市周

辺の医師会には多々認められると思われる。 

 最も大きな問題は、最初に手上げしたのが他地域の行政だったことであり、更に、医療圏

の違う一部の医療機関が立ち上げの主体だったことである。作業部会と称された全体会議は、

それ以前に行われる主会議で決定されたことの報告会に過ぎず、意見や質疑応答で深く議論

されることもなく、行政にありがちな議事録作りの場でしかなかった。 

 参加企業も“お決まり”であり、一つのソフトで済むようなシステムも他社ソフト内に組

み込まれ、ハードも期間限定の借り物のデスクトップ PCという“お粗末”なものであった。

一番注力すべきセキュリティについても、他端末との接続を許さない安易な策を採ってしま

った。そのため、億単位の費用をかけているにも関わらず、電子カルテやスキャナー、コピ

ー機とも基本的に接続できない、紹介状や診療・画像診断の予約も二重に書かねばならない

といったシステムである。一方で、これを機にオーダリングシステムの導入や、いわゆる IT

化に踏み切った病院もあった。 

 

(2) 考察 

 「とねっと」の経験から、反省すべき点、望む点として、以下の 6点を挙げる。 

 

① 地域ぐるみの医療 ITシステム構築を推進する際には、必ず医師会が主導で携わること。

特にこれまで交流のない地域と一緒に行う場合には、ニーズがどの程度あるか、十分な

検討を行う必要がある。 

                                                  
6 https://sites.google.com/site/tonetsince2012/ 
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② ITによる地域医療連携を成功させるためには、連携を試みる医師あるいは医療従事者同

士の信頼関係が構築されていなければならない。 

③ ITの導入が医師あるいは医療従事者の負担になることなく、一助とならなければならな

い。 

④ 既にシステムが構築済みの医療機関には、柔軟な対応によりシステム導入を行うこと。 

⑤ 現在日本医師会が進めている認証局を利用する等、セキュリティを十分に考慮しなけれ

ばならない。できるだけ簡素で参加しやすい仕組みにして、それをインターネット上で

提示することが望ましい。そうなれば、その後の広がりや他の地域医療との連携も容易

になる。 

⑥ ⑤を実現するには標準的なフォーマットが必要である。 

 

(3) 今後に向けて 

 地域の広さとそれに伴う参加施設数、登録患者数だけを見ると、「とねっと」への補助金が

当面打ち切られることはないかもしれない。しかし、行田市医師会ならびに行田市では、ど

のような展開になっても対応できるよう、新たな方向も模索している。 

 また、これまで行田市医師会では、県南の鴻巣市医師会や、医療は半分東京圏になる朝霞

地区医師会（特に和光市）等と共に、20世紀終わりから埼玉メディカルネットというメーリ

ングリスト（以下、ML）とそれが発展した形の埼玉県医師会のML、ISDN時代の TV会議、

また地域内での各業種を含んだ ICカードの利用などを試みてきた。 

 しかし、ITの凄まじい発展とその後の不況の波に乗り切れず、現在ではML並びに県内全

医療機関への県医師会理事会や郡市医師会長会議後の FAXニュースが主体となっている（そ

れでも十分役に立ってはいる）。それぞれの地域ごとには進んだネットワークはあるため、こ

れらの統合を日々目指しているところである。 

 このような中、これまで個人的には、EHR（Electronic Health Record）の線上にあると

いう理解から、PHR（Personal Health Record）に固執してきた。しかし、自身の健康への

意識よりも、体を顧みずに働く勤勉な日本人の文化において、更に高齢化も加速している現

在では、自分自身の管理を行うのは無理があると考えるようになった。そのような中、患者

ポータル（Patient Portal）という言葉を目にするようになってきた。患者ポータルは、EHR

のデータを編集したものに、医療者とのコミュニケーションなどの機能を付け加え、処方箋

内容の確認や、病院のウェブサイトと連携して診療予約も行えるといった構想だが、これも

サマリーの作成と同じく、医師の負担が増えるようにも思える。 

 現在自院では、疾病にもよるが、一部の患者に対してカルテのコピーを渡している。耳鼻

咽喉科のため、他科よりも重篤な慢性病変が少なく、比較的扱いやすい。また、眩暈や腫瘍

など、術後にシェーマ・画像で追っていくような症例では、かなり簡便に紹介を行うことが

でき、紹介・逆紹介している連携病院には予約を入れるだけでよくなる。 

 しかし、東日本大震災を経た現在、各々の健康への意識、そして全てのデータの保存への

意識が高まっていると思われる。PHR 及び患者ポータルのように、患者自身並びに医療側、

両方向からのデータ保存が必要と考える人々は、医療人だけでなく増えているに違いない。 
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 今後、こうしたシステム構築を日本医師会主導で推進していく必要がある。また、地域医

療再生基金で地域ごとに異なる仕組みになってしまったシステムの再統合を図っていくこと

も、本委員会の重要な使命ではないだろうか。 

 

2.2.3. 地域の実例―宮城県【登米 祐也 副委員長】 

(1) 「MMWIN（みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会）」7の取り組み 

1) 震災直後 

 東日本大震災直後から県庁で毎日開催された医療調整連絡会議で、被災地の医療情報が津

波で流され、慢性疾患の治療継続に支障が生じているとの報告があり、せめて処方歴だけで

も分かるようにできないかとの要望が上がった。一方、石巻市立病院で外来化学療法を受け

ていた患者のカルテは、多施設共同研究によりコピーが遠隔地にあったため、化学療法の継

続が可能だった旨が報告された。 

 これらの事実より、地域が壊滅的な被害を受けても、必要な医療を速やかに提供できるこ

とが、災害に強い地域の重要な要件の一つだと考えた。多数の医療機関が被災し、移行すべ

き診療データが全て失われた今が、むしろチャンスである。 

 まず、簡単にできることから始めるのが確実であると考え、既にレセプトコンピュータ（以

下、レセコン）や電子カルテを導入済みの医療機関のデータを遠隔保存することから始める

ことを提案した。電子カルテのデータを、汎用性のあるデータに変換せずに、単純に遠隔サ

ーバーにデイリーバックアップを行う方式である。しかし、全く電子化されていない医療機

関にどう対応するかが難しい問題であった。患者ごとに診療内容のサマリーのようなものを

手書きで作成し、それをスキャンして保存することも検討したが、医療機関の負担が大きい

という指摘があり、有効な解決策を見つけられずにいた。 

 

2) 地域医療再生基金 

 震災前から県ごとのコンペとなっていた 120 億円の基金が、震災復興のため宮城県にお

りることになった。この頃から、総務省が地域医療ネットワークの拡充に使ってはどうかと

アプローチをかけてきていた。総務省からは、宮城県の脳卒中ネットワーク（スマイルネッ

ト）の組織を拡大する形で NPO法人を立ち上げ、その組織を受け皿にして欲しいとの要望

がなされた。この組織が、現在の「MMWIN（みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会）」

である（現在は一般社団法人化している）。しかし、当初は医師会があまり情報を得ること

ができず、何が起きているのかということすら把握できなかった。 

 また、この頃、「東北メディカル・メガバンク」の構想が立ち上がり、そこに多数の医療

情報分野の研究者が集められ、彼らが「MMWIN」の技術分野にも深く関わるようになっ

た。その結果、技術的な解決は容易になったが、当初の方向性とは違ってきた。 

 まず、実現が容易なものや必要なものから構築していくのではなく、現在考えられる技術

の網羅的なシステムへと大きくシフトした。この過程で地域共通 IDの導入等が議論される

ようになった。また、バックアップデータも SS-MIX2に変換する形になった。しかも、HIS

                                                  
7 http://mmwin.or.jp/ 
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（Hospital Information System：病院情報システム）と「MMWIN」を直接接続する仕様

とされた。開業医の側も既に導入されている電子カルテは対象外となり、新たに ASP型電

子カルテ「Future Clinic 21 ワープ」を導入した医療機関を対象とすることになった。 

 

3) 現在 

 平成 24（2012）年度内にシステムの運用を開始するのが補助金の条件であったため、キ

ックオフミーティングを開催し、一応形の上では運用開始となった。しかし、議論はまだ続

いており、実質的な運用開始までは、まだ時間を要すると思われる。 

 病院サイドは、やはり HIS を直接ネットワークに繋ぐのは危険が大きすぎるとの判断か

ら、閲覧用サーバー設置等の対策を要求している。開業医サイドでは、新規に「Future Clinic 

21 ワープ」を導入する医療機関は数か所に留まっており、とても地域のネットワークとは

言えない状況である。宮城県でシェアの大きいパナソニック メディコム社製の電子カルテ

や「Dynamicsダイナミクス」も対象とできるように改善を求めている。 

 また、運営の経費問題もまだ解決していない。3年間は補助金で運営が可能であるが、そ

の後は現在の財務状況では運営経費を賄えそうにない。「東北メディカル・メガバンク機構」

が補助を申し出ているが、多額の補助は「MMWIN」の独立性を損なう可能性があり、素

直に受け入れられない。年間数千万の運営経費の節減と、会員数の拡大が急務である。その

ためにも、より多くの医療機関が参加できるシステムへの変更が必要であり、その交渉を行

っている。 

 

(2) 災害時における医療連携 

 東日本大震災により、我々は被災医療機関が医療情報を全て失うという被害を受けた。従

前の被害予測では、地震による建物の倒壊が主であると想定していたため、仮に医療機関が

被災して避難したとしても、後で情報を取りに戻ればよいと考えていた。しかし、主な被害

が重視していなかった津波によるものであったため、紙カルテも電子カルテも全て流失して

しまった。とりわけ全医療機関が被災した南三陸町では、町民の貴重な医療情報が完全に失

われ、その結果治療の継続が不可能となった。これを教訓として、以下のような取り組みが

今後必要となると考える。 

 

1) 遠隔保存 

 災害時に途切れることなく通常の医療を提供するためには、少なくとも情報の遠隔保存が

必須であるが、紙カルテの遠隔保存は事実上不可能である。そこで医療機関内の情報の電子

化が必要となるが、現時点では医療機関の電子カルテ導入率は低く、カルテ情報の遠隔保存

が広く実現するには多くの時間を要する。しかし幸いにも、レセプトオンライン請求の義務

化により、レセプト情報についてはほとんどの医療機関で電子化が実現している。これを遠

隔保存して災害時に利用することができれば、少なくとも病名や処方内容は確認可能となり、

不十分ではあるものの、現時点では有用であると思われる。 

 また、オンライン請求を受ける支払基金や保険者にはデータが残っており、これも一種の
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遠隔保存と考えることができる。有事の際にこのデータが速やかに医療者に提供されれば、

診療継続はある程度可能なはずである。そのためのシステム構築を国に対して提言する必要

がある。 

 

2) 医療連携ネットワーク 

 理想としては、医療機関のデータが堅固なデータセンターに集約され、しかもそのデータ

が汎用性の高い形式で保存されている必要がある。もしくは、普段は独自の保存形式であっ

ても、必要に応じて SS-MIX2の仕様に準拠した形式に直ちに変換する仕組みがあればそれ

でも構わない。このデータに救護所からアクセスし、治療の継続を行う。 

 救護所医療では可能な限り多くの情報が共有されること、極論を言えば全住民の診療情報

がいつでも取り出せることが望ましい。しかし、平時から災害時を前提としたネットワーク

を運用するのは、あまりにも非現実的であり、セキュリティ面でも非常に危険である。その

ような運用は非常時に限定すべきであり、例えば、厳重な個人認証下で広範なアクセスを可

能とする「災害モード」のような仕組みを準備しておくことが、今後の全県規模程度の広域

ネットワークには必要であると考える。あくまでも平時用の安全なネットワークを構築した

上で、災害モードを加える形でなければならない。 

 

3) 救護所医療 

 救護所での診療記録も重要である。現在は紙に処方内容等を残しているが、その方法と内

容は各医療救護班により様々である。日本医師会は災害時のクラウドカルテを用意している

が、ASP化などで更に強化し、記録の簡便化及び記録内容の共通化を図るべきである。 

 また、医療救護班は数日で人員が交代するため、同姓同名患者など、記録を残しても照会

に労力を要するケースがある。こうした労力を軽減するために、医療連携ネットワークが整

備されている地域では、災害モード下では救護所をネットワークに組み込み、住民の地域

IDを利用できるようにする必要がある。 

 しかし、情報の共有を容易にすれば、漏洩や改竄等の危険性が増すのは明らかである。性

善説に頼るだけでは心許ない。少しでもリスク回避するためには、厳格な個人認証が必須で

あり、日医認証局が発行する医師資格証の普及に大いに期待したい。 

 

4) 通信インフラの確保 

 災害時に上記 3点を実現するためには、通信インフラが利用できることが大前提となる。

今回の教訓から、通信手段を光回線のみに頼るのは危険であることが分かった。衛星携帯電

話による接続は有用と思われるが、大規模災害時の輻輳については未知数である。 

 日本医師会は有事の際に高速インターネット衛星「きずな」を利用するために、JAXA（宇

宙航空研究開発機構）と協定を結んでいるが、現時点では実験衛星であり、通信に必要な可

搬型地球局が数基しか用意できないなど課題も多い。 

 いずれにせよ、現時点ではWi-Fiや携帯電話回線等を含め、ありとあらゆる手段を検討、

準備しておく必要がある。 
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2.2.4. 地域の実例―栃木県【長島 公之 委員】 

 栃木県の「とちまるネット」8の特徴は、既存のネットワークがほとんどない状態から、一

気に県全域を結ぶネットワークを構築した点と、運用方法や規則を決めているだけで、自前

のサーバーやシステムを持たない身軽な運営形態である。 

 

(1) ネットワーク構築の過程 

 平成 23（2011）年 9月、地域医療再生資金による栃木県の計画に「地域医療連携システム

整備支援事業」が盛り込まれ、県医師会内に設置された「医療連携検討促進会議」において

ネットワークの内容を検討した。「集中型」と「分散型」を比較した結果、費用や手間が少な

く導入しやすい「分散型」を選択し、全国で実績のある商用システムである「ID-Link」と

「HumanBridge」9の 2 つを採用した。本来であれば、1 つのシステムに絞った方が運用は

大幅に簡単になるが、県内の病院に導入されている電子カルテが様々であることから、各病

院が 2つのシステムの中から希望する方を選択できる形とした。「あじさいネット」で行って

いるような「ID-Link」と「HumanBridge」の相互接続は理想的であるが、コスト負担が大

きいため、当面は見送ることにした。 

 同年 10 月、「医療連携検討促進会議」の名称を「とちまるネット協議会」に変更し、ネッ

トワークの運営を行うことになった。 

 平成 24（2012）年 2月、促進会議の下にワーキンググループを設置し、全国の先進的なネ

ットワークを参考にして「とちまるネット」の運用方法を決め、規約、マニュアル、各種書

式などを作成した。 

 そして、同年 9 月、補助金の内容を医療機関に通知し、希望する病院を募集した。補助金

の内容は以下の通りである。補助率は 3分の 2であり、残り 3分の 1は病院の負担となる。 

 

【地域医療連携システム整備支援事業による補助金】 

 ① 医療連携システムの導入経費 

  ・200床未満      2,000万円まで 

  ・200床以上 500床未満 3,000万円まで 

  ・500床以上      4,000万円まで 

 ② 電子カルテシステムの導入経費（新規） 

  ・①の 2分の 1の額 

 

 最終的に、県内の 2大学病院と地域中核病院の大部分を含む 21の病院が補助金を申請し、

医療連携システムを導入することになった。補助金の総額が 6 億円強、病院の自己負担が 3

億円強で、合計 10億円弱の事業となった。 

 平成 25（2013）年 5 月より、準備が整った病院から順次、試験運用を開始した。同年 12

月現在、情報提供を開始した病院が 6 病院、閲覧施設が 56 施設、登録患者数が 232 人で、

まだ各病院が周囲の診療所と 1対 Nの連携の構築を始めたばかりの状態である。 
                                                  
8 http://www.tochigi-med.or.jp/medic/tochimarunet.html 
9 http://jp.fujitsu.com/solutions/medical/products/humanbridge/ 
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(2) とちまるネットの特徴 

1) 県内に既存のネットワークがほとんどない状態から、一気に県内全域のネットワークを構

築した点 

 既存のネットワークがない後進地域であることを逆に利用し、全く白紙の状態で、自由に

ネットワークを構築することが可能であった。また、全国の先進的ネットワークを参考にし

て、運営方法、規則、書式などを取り入れることができた。 

 その一方、既存のネットワークがなかったため、医師・患者の認知度はかなり低く、情報

提供に関する医師の不安は大きい。また、各病院において、ゼロの状態から周囲の医療機関

とネットワークを構築していく必要があるという不利な点はやはり大きい。 

 そこで、全ての情報提供病院から医師と事務の代表が、「とちまるネット運営委員会」に

参加し、病院間で運用のノウハウを共有し、相談することができる体制を作った。また、最

初から県内で統一した規則や書式を用いることで、閲覧側の医療機関や患者が混乱しないと

いうメリットもある。 

 

2) 自前のサーバーやシステムを持たない点 

 運営している「とちまるネット協議会」は、共通の運用方法、規則などを決めているだけ

で、自前のサーバーやシステムを持っていない。そのため、協議会自体の運用に必要な費用

は、ほとんどが会議費であり、きわめて身軽な運用形態である。 

 

(3) 今後の課題と対策 

1) 費用負担 

 情報提供病院が「ID-Link」と「HumanBridge」に支払うシステムの維持費は、補助金

の対象とならず、全額、病院側の負担となる。医療の質の向上に貢献するとすれば、診療報

酬上の何らかの評価で、維持費を賄えるようにするのが望ましい。また、数年後のシステム

のリプレイス費用は、かなり高額になるため、公的補助がなければ脱落する病院が多数出て

くる心配がある。特に、規模の小さい病院ほど、相対的に費用負担が大きくなるため、業者

には、規模に応じた料金設定に向け更なる配慮を望みたい。 

 一方、「とちまるネット協議会」の運営費用については、県の地域医療再生基金による補

助金で賄われている。しかし、補助金はいつ廃止されるかわからない。現在、協議会は県医

師会の内部にあるが、将来は NPO法人化して、会員の会費や利用料、寄付などにより、安

定して継続可能な体制への転換を目指す必要がある。また、経費をできるだけ低く抑える工

夫も重要である。 

 

2) 情報提供病院の医師の不安 

 情報を見られることでのトラブルを心配する病院の医師が多い。そこで、個人情報保護の

重要性、情報提供医療機関への配慮（患者の前で批判的評価をしないなど）の 2点を、「と

ちまるネット」の利用規約やマニュアルに記載するとともに、運用講習会では強調して説明

している。 

 



14 
 

3) 医師・患者の認知度の低さ 

 各種媒体を通じての広報活動が必要である。しかし、実際に使った人の「口コミ」による

広報が最も効果的であると思われ、地道な利用者拡大が重要である。 

 

4) 県外の患者の取り扱い 

 群馬県、茨城県と接する地域では、県外の患者の受診が多く、その取り扱いが問題となる。

県外の医療機関を「とちまるネット」に参加させるか、他県のネットワークとの連携をどう

するかなど、将来の方針について、早い時期から隣接する県を含む大きなブロックで検討す

ることが必要である。 

 

5) 2つのシステムの相互接続がない点 

 「ID-Link」と「HumanBridge」の相互接続は当面行わないため、閲覧時にシステムを

切り替える作業が発生する。その手間を省くために、切り替え作業を自動化するプログラム

を開発した。今後、相互接続の技術に革新的な進歩が起こり、コストが大きく低下すること

に期待している。 

 

6) 他職種・介護との連携 

 まずは医師の間の連携の確立を目指しており、現在は、医師と病院の連携担当者のみが利

用可能となっている。しかし、将来的には、職種と共有する情報の範囲を検討しながら、他

職種にも拡大する方針である。また、在宅医療における看護師や介護職を含めた連携には、

もっと操作が簡単で小回りがきく別のシステムを導入して、「ID-Link」や「HumanBridge」

と緩やかに連携させることを検討している。 

 

7) 日医認証局の導入 

 コストの問題から、日医認証局の導入は見送ったが、将来的な導入を検討している。コス

トの低下が期待される。 

 

2.2.5. 地域の実例―鹿児島県【三宅 智 委員】 

(1) 「かごしま救急医療遠隔画像診断センター」10事業 

 鹿児島県は、南北 600kmの広大な県土で 23の有人離島を抱えている。しかし、鹿児島市

を中心とする医療圏に医療資源が集中しており、離島・僻地等を始めとした地域的医師不足

及び特定診療科の医師不足に加え、近年、臨床研修医の県外流出等により、地域の拠点病院

においても医師不足が顕在化し、医療とりわけ救急医療の現場が疲弊している。 

 このため鹿児島県では、一刻を争う重篤な患者が迅速に適切な医療を受けることのできる

救急医療体制の充実・強化が重要な課題となっている。 

 このような状況を踏まえ、鹿児島県では平成 21（2009）年度に創設された地域医療再生基

金を活用して、県内全域を支える救急医療体制の整備を行うこととなった。具体的には、救

                                                  
10 http://www.kagoshima.med.or.jp/ 
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命救急センターの設置やドクターヘリの導入と共に、これらの救急体制の整備をより有効に

持続させるため、IT を活用した 24 時間読影可能な遠隔画像システムを整備し、県内各地域

の医療施設から放射線専門医へ通信回線を使用して CTやMRI等の画像を送信し、リアルタ

イムで助言や診断レポートの作成を行う「かごしま救急医療遠隔画像診断センター」を設置

した。その運営は鹿児島県医師会に委託されることとなった。 

 システムの選定・構築・運営体制の整備など行った後、平成 24（2012）年 4月より本格稼

働を開始した。運営にあたっては、基金終了後の事業継続を図るためにも、参加医療機関側

に月ごとの基本契約料・読影料の負担を行なってもらうこととなった。 

 しかし、事業開始後、平成 25（2013）年 3月末までの 1年間の事業実績は、参加医療機関

10施設、読影対応件数約 600件にとどまり、予想以上の赤字を計上する事態になった。 

 その原因としては、安価な民間遠隔読影サービスの普及、大学医局との関係により参加医

療機関数が伸び悩んだこと、24時間読影体制のための読影医確保の報酬・システム保守・維

持費用など多額の必要経費を要したことが挙げられる。 

 この対策として、医師給与や当直体制、積極的な営業活動の実施等、運営方針の見直しを

行った。その結果、徐々に離島・僻地の医療機関から導入希望、問い合わせが増加すると共

に、常勤放射線医のいる地域の中核医療機関では、医師の休暇中や夜間・休日のバックアッ

プ等での活用が検討され、今年度中には、参加医療機関 25、一ヶ月の読影 800件程度まで事

業拡大が見込まれる様になりつつある。 

 しかしながら、今後も厳しい運営を強いられることが予想され、基金終了後も事業を継続

するためには、公的援助が不可欠である。 

 幸いにも鹿児島県行政は本事業の必要性に理解を示しており、システムをより積極的に救

急医療に活用し、地域医療連携のためのツールとしても幅広く利用する等、更に発展させる

べく、地域医療再生計画期間終了後も、事業継続のために多額の予算を計画してくれている。 

 今後の展開として、まず鹿児島県内で警察関連の Ai実施例が年間 500件を超える現状を踏

まえ、遠隔画像システムを活用した円滑な Aiの実施及び内容の充実が期待される。また、ド

クターヘリ等、救急患者のトリアージや治療支援にも積極的に関与できるようなシステムの

運営を目指していきたいと考える。 

 

(2) 考察 

 日医総研が調査報告した全国地域医療連携一覧によると、補助金等を活用して医療連携ネ

ットワークは構築したものの、補助金の打ち切りなどにより事業の継続が困難になった例も

多々見られる。 

 今回の事業に携わった経験から、システム構築及びその後の運営には、多大な費用を要し、

本来県や地域レベルで行う事業ではなく、全国または広域レベルで各県が協力して行うべき

ものであると強く感じた。 

 そのためにも今後は、IT の特性を生かし、日本医師会主導で、日医総研の協力の下、県、

地域ごとに構築されているシステムの統合、協力を推進し、事業の継続・発展を図ってもら

いたいと思う。そして、その役割の主体を本委員会が担っていくことを強く要望したい。 
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2.2.6. 地域の実例―長崎県【牟田 幹久 委員】 

(1) 「あじさいネット」11の概要 

 長崎県の「あじさいネット」は、平成 16（2004）年 10月に長崎県大村市を中心に始まり、

その後、地域の拡大と共に情報提供病院、閲覧病院、登録患者数は増加し、9 年以上が経過

した現在では、長崎県全体をカバーする地域医療連携ネットワークとなり、成功例の代表と

して全国の注目するところとなった。立ち上げから現在まで関わってきた立場から、「あじさ

いネット」について考察を加えたい。 

 「あじさいネット」の特徴は、「基幹病院にある情報を診療所で閲覧する」といった、いわ

ゆる「一方向性」にある。 

 「あじさいネット」が始まる前までは、「情報は双方向的に一カ所に集めて、お互いの情報

は常時共有されるもの」と考えられていた。そのため、システム構築費用と書き込むための

医師の労力が大きく、医療連携システムがなかなか実働しなかった。その経験を踏まえ、如

何に費用と医師の労力を少なくするかについて検討した結果、一方向性のシステムを考え出

した。当初は、「このシステムで果たして上手くいくのか」という不安が強かったが、その後

のネットワークの拡がりをみると、これでも十分であることが明白となった。 

 インターネットを用いる前の情報のやり取りを見てもわかるように、医療情報は常に一箇

所に情報を集めて共有する必要はなく、必要な時に必要な情報だけを交換し合えば十分に事

足りるものである。「あじさいネット」は、アナログ情報をデジタル化し、インターネットを

通じて交換するという手法に変えたに過ぎない。「一方向性と一方向性が交われば双方向性に

変わる」という発想の転換である。その意味では、「あじさいネット」が成功例として新しい

発想をもたらしたとも言うことができる。 

 先に述べたような、必要な時に必要な医療情報だけを抜き出し、必要とする相手に渡すと

いうことは、つまりはサマリーによる情報の交換である。しかし、サマリーを作成するため

には医師の労力を必要とし、更には、リアルタイムに更新される情報への対応はどうしても

遅れてしまう。 

 「あじさいネット」において電子カルテの情報を公開する際、基幹病院の医師は「カルテ

を記載する」といった日常業務以外に、何ら新たな労力は発生しない。また、閲覧する側の

開業医も、更新された日々の情報を、いちいち基幹病院の主治医に連絡することなく閲覧す

ることができる。このため、診療室にいながら患者の最新の状態をいつでも知ることができ、

紹介医として非常に安心が高まる利点がある。更に、これを一歩進めて、紹介医が副主治医

として入院中から治療に参加し、治療方法について主治医とディスカッションできるように

なれば素晴らしいことである。また、そうすることにより、退院後の治療も切れ目なく一貫

したものとなり、患者にとっても安心かつ有用である。 

 システムとしての上手くいった点は以上であるが、それ以上に重要であるのは、運用面で

医師会が加わったことである。 

 基幹病院が近隣の診療所と医療連携システムを構築した例は既にあったが、医師会が中心

となり複数の病院と一緒に地域医療連携の運用を行ったのは、「あじさいネット」が初めてで

                                                  
11 http://www.ajisai-net.org/ajisai/index.htm 
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あろう。これは、当初から、病診連携ばかりでなく、診診連携、あるいは在宅医療における

多職種連携への展開を目指してシステムの構築、運用を行ったが故である。 

 連携がなくとも医療は行えるが、連携を行うことで医療の質はより高くなる。ITはこの連

携を行いやすくする道具である。鶏と卵の論争同様、「連携の強化が先か、IT によるシステ

ム構築が先か」という議論があるが、「あじさいネット」に関しては、発祥の地である大村市

には、既に密な地域連携が行われていた土壌があり、そこに ITという道具を導入することで、

より連携が強化されたと言える。これは、長崎市においても同様である。その中で、医師会

の果たした役割は、医療連携の必要性と ITという道具の有効性を、地域の基幹病院、診療所

に啓発し、連携の橋渡しをすることであった。 

 

(2) 成功の要因と考察 

 「あじさいネット」の経験から、ITを活用した地域医療連携の成功の要因を以下に纏める。 

 

① 個人の PCスキルによらず、誰でも扱うことができる。 

② 医師にできるだけ負担をかけない。 

③ システムを構築、導入する際には、医師会が中心となり、地域全体で地域医療のあり方

を考えると共に、医療連携の必要性を啓発する。 

④ 医療機関同士の連携だけではなく、地域における多職種連携に活用することも視野に入

れる。 

⑤ ITを活用した地域医療連携の構築は、すなわち、人と人を繋ぐヒューマンネットワーク

の構築であることを忘れてはならない。 

 

 最後に、ITはただの道具に過ぎず、医療の IT化を進めることは目的ではない。IT化を進

める上で一番重要なことは、その利益、不利益をきちんと考え、誰のための、何のための IT

化かを議論することである。 

 「あじさいネット」は、「IT 化は利用する医療従事者の仕事を楽にすると共に、最大の受

益者は地域住民である」ということを当初から理念として掲げた。そして、その達成のため

に地域全体で自らシステム構築、運用を行ったことが、成功の最大の理由と思われる。 

 もちろん、そこに、IT 化を進めていく上でのキーパーソンとなるべき人材がいたことも、

ここまで成長した大きな要因であったことを付け加えておく。 
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3. ITを活用した地域医療連携を実践するために必要なことと課題 

3.1. 患者 ID（医療等 ID）の是非【伊藤 利道 委員】 
 IT を活用した地域医療連携を行うためには、異なる施設で用いている患者の ID を紐付け

し、関連付ける必要がある（地域共通 ID）。日医総研が実施した地域医療連携の調査による

と、7割が地域共通 IDを使用している。地域共通 IDを使用していないケースは 3割ほどあ

り、2医療機関での 1対 1の連携など、比較的小規模な連携に見られたとのことである。 

 現在稼働中の地域医療連携においては、この地域共通 IDでも問題はないようである。しか

し、最近は都道府県単位の広域ネットワークが構築され始めており、そのような広域ネット

ワークにおいては、都道府県単位での共通 IDが、スムーズな連携のために不可欠と思われる。 

 通称マイナンバー法案が平成 25（2013）年 5 月 24 日に参院本会議で可決、成立したが、

医療分野におけるマイナンバーが、患者 ID（医療等 ID）（以下、患者 ID）である。患者 ID

は当然全国民が持つべきものとされているが、都道府県単位のネットワークが相当数稼働し

ていなければ、その真価は発揮されない。現在はそうしたネットワークがようやくできつつ

ある段階であり、患者 IDが真に必要とされるのはまだまだ先のことになるだろう。 

 患者 IDでは、目視可能な番号を国民一人ひとりに付番するとしている。もしこのような患

者 IDをカードで交付し、それを持って患者が医療機関を受診したとすると、医療機関におい

ては本人確認や保険番号の確認に便利ではある。患者の医療情報も得られるとすると、診療

においても非常に有用であろう。しかし、ID一つで個人の医療情報が全て判ってしまうとす

ると、情報が漏洩しやすくなり、漏洩した場合の損害も大きくなると考えられる。情報漏洩

に対する対策が十分でない現状では、患者 IDを目視可能な状態でカードに印刷し、国民一人

ひとりに持たせることは極めて危険なことと思われる。カードの盗難や紛失による情報の漏

洩が簡単に起こるであろう。諸外国でもナンバーの漏洩による詐欺事件が問題化しているの

を見ると、患者 IDの施行には検討あるいは解決すべき問題が多く、拙速に導入すべきではな

い。 

 ITの進歩のスピードは早く、医療や介護にも多大な恩恵をもたらしており、今後ますます

その重要性は高まると期待はするが、ITの問題点も種々出てきている。個人情報保護に関わ

る個別法制定の動きや、全国各地での地域医療連携構築の進展状況、IT関連技術の進歩等を

総合的に考慮しながら、患者 IDが必要かどうか判断すべきであり、現時点では患者 IDの使

用は、二次～三次医療圏、せいぜい都道府県単位での連携ネットワーク内での使用に留めて

おくべきである。 

 

 

3.2. 各システムの相互連携手法の確立【松﨑 信夫 委員】 
3.2.1. 茨城県における医療システムの運用の現況 

 茨城県医師会は、平成 25（2013）年 3月から 5月にかけて、茨城県内の 176 病院に対し

て IT化状況についてのアンケートを実施した（回答率 91%）。 

 結果を見ると、電子カルテシステムについては 28.4％の病院が、オーダリングシステムに
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ついては 37.7％の病院が、医用画像システムについては 58.6％の病院が「導入・導入予定」

となっている。 

 診療情報の共有や提供に関する意識については、「病診間の診療情報共有の必要性」、「診療

所の診療情報の必要性」、「診療所への診療情報提供の意思」の設問に対し、それぞれ 75.9％、

72.3％、69.1％が「必要である・意思がある」と回答している。 

 そして、「病診間診療情報共有の IT 化の必要性」については、46.3％と半分近くの病院が

必要性を感じていることが示されている。 

 

3.2.2. 相互連携のためには 

(1) 各医療圏における診療・医療情報の交換と共有 

 患者の移動を考慮して、一次～二次医療圏内の各地域で使用されているシステムの最大公

約数的なシステムを利用することを前提にするか、あるいは、地域の基幹病院で使用してい

るシステムに合わせて連携システムを構築してはどうか。 

 

【長所】 

・医療圏内の情報共有が円滑に進むことが期待される。 

 

【短所】 

・医療圏内に多数のシステムが導入されている場合、どこを最大公約数とするか決定しな

ければならない。 

・他の医療圏に属する非常勤医師が、連携システムの運用や操作に習熟していないために、

安全管理上の問題に繋がる可能性がある。 

・一部の医療機関による患者囲い込みや、一部業者によるシステム販売独占が起こり得る。 

・県境地区、災害時、救急医療等、医療圏を越えた連携が必要な場合、扱う診療データが

標準化されていなければうまく情報共有できない。 

 

(2) 医療圏を越えた診療・医療情報の交換・共有  

 医療資源の不足している地区と他地区との連携や、災害時・緊急時の診療・医療情報の交

換と共有をも見据えた「システムに依存しない」ものを構築してはどうか。 

 

1) 既存の「一般的なツール」の活用 

 例えば、電子署名入りの PDF 文書や、CSV 形式のデータの交換や保存が考えられる。

PDFの場合、画像データ等一部の診療・検査データは文書内に貼り付ける形になる。 

 

【長所】 

・比較的簡便に行うことができる。 

 医療機関だけでなく、診療情報の共有や交換が今後更に必要となるであろう「介護・福

祉関連施設」や、各自治体の健診部門や保健行政（乳幼児健診のデータ、学校保健の健
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診データ等、日常診療に必要なデータを扱っている部門も含む）にも普及しやすいと思

われる。 

 

【短所】 

・文字コードの共通化・推奨化が必要となる。 

・情報源の信憑性の担保や匿名性の排除のために、電子署名の使用と普及を前提としなけ

ればならない。 

・より広域で診療データを共有する場合、患者番号の紐付けのために「共通番号」（いわ

ゆる総背番号）の仕組みが必要となる。しかし、全国規模の方針は未だ定まっていない。 

   

2) 「標準」を謳ったデータを取り扱う 

 SS-MIX2を積極的に利活用する。 

 

【長所】 

・システムに依存しない情報の交換と共有が可能となり、特に災害時の診療情報共有に有

用である。患者側への情報提供も容易になる。 

 

【短所】 

・診療データ・情報の標準化の普及が進んでいない。 

 診療報酬請求書（レセプト）の情報は、病名や診療行為、薬剤名等、既に標準化された

データと考えられるが、診療に関する文書形式や各種検査値、画像（一部の放射線画像

は DICOM 形式が普及）などの診療データは未だ標準化が進んでいるとは言えず、標準

化対応に関する広報も不十分である。 

・コストがかかる 

 既存システムの場合、医療機関外に診療データを標準化して提供するためには、投資や

院内システムの運用方法の変更といった負担が必要になる。例として、茨城県内の複数

の医療機関が、あるベンダーに自院のデータの標準化を依頼したところ、その見積額は

数百万円に及んだ。 

・広く一般にも取り扱えるデータとなるため、情報漏洩が起こらないように、取り扱うシ

ステム・ネットワークのセキュリティに一定以上のレベルが必要となる。また、扱う者

の匿名性を排除しておくべきである。 

 

3.2.3. 日本医師会の取り組み・日本医師会に望むこと 

 日本医師会及び日医総研では、各システムの円滑な連携に資するべく、これまでシステム

構築が行われてきた各地域の状況の分析を行った。 

 また、ORCAプロジェクトを各システムの相互連携（特に様々な形態で運営されてきてい

る診療所同士の連携）の手段に活用するために、①和歌山県で行われた ORCA を使った

SS-MIX に対応した連携事業に関わり、また、②ORCA の情報を利用した診療情報提供書作
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成ツール（PDF出力と同時に XMLを生成し、HPKI署名モジュールに連動して電子署名が

可能）の開発も進め、一部の地域で実証を行うことになっている。更に、この仕組みに各種

データ（特に検査結果）を加えて、診療情報提供書を作成できるよう検討する予定である。 

 今後、日医には、ORCA プロジェクトの推進のために、ORCA を利用した IT による医療

連携の可能性を追求し、これまで以上に事業の拡大を図って「標準化されたデータを扱う」

環境整備を進めてもらいたい。そして、これまで IT化がなかなか進まなかった診療所を中心

とする小規模な医療機関が IT化するための強力なサポートを期待するものである。 

 また、SS-MIX2対応について、医療機関で運用中のシステムが未対応でカスタマイズが必

要な場合、そのコスト負担をなくすと共に、今後製品化されるシステムでは標準仕様とする

よう、日医から厚生労働省、経済産業省へ強く要望してもらいたい。 

 更に、これから地域医療連携システムを構築しようとしている地域に対して、適切な支援

やアドバイスをする仕組みを日医として構築すべきである。 

 ITを活用した既存の診療・医療連携システムの多くは、一部の地域あるいは地域のいくつ

かの病院を中心としたネットワークを基盤にしている。各地で全県下あるいは県境を越えた

診療・医療情報共有についての検討が始まっているが、広域で活用する診療・医療連携シス

テムの構築には、それぞれの地域の力だけでなく日医の協力が不可欠であろう。 

 

 

3.3. 標準化の推進【矢野 一博 日医総研主任研究員】 
 IT技術を用いて情報を相互にやり取りする場合、「標準化」を進めていく必要がある。 

 コンピュータは人間の話す言葉を理解しているのではなく、0 と 1 の数字の組み合わせで

動いている。この時、同じ「あ」を表す数字の組み合わせでも、例えば一方は「あ＝001」、

「い＝100」、もう一方は「あ＝100」、「い＝001」と置き換えていては相互に情報の交換がで

きないどころか、「あ」という文字が「い」という文字に置き換わってしまう危険がある。 

 また、人間が目視で理解できる情報をコンピュータにも正しく理解させる必要がある。例

えば、身長 170cm、体重 60kg という情報を送った場合、受け取ったコンピュータが正しく

身長と体重を示す領域に 170 と 60 を格納できないと、身長 60cm、体重 170kg という格納

の仕方をしてしまうこともある。もちろん、人間が目視すれば異常に気が付くが、コンピュ

ータ上でのみやり取りされていた場合、コンピュータ上は数字が格納されているので、その

誤りは検知されないことになる。 

 このようなことを防ぐために、コンピュータを使う場合の様々な取り決めをしておく必要

があり、その取り決めが「標準化」と言われる。 

 ただし、上記の例で示した通り、標準化と言っても様々なレベルの標準化がある。最初の

文字の例は、コードやマスターの標準化を指し、体重の例は情報交換規約の標準化を指す。 

 具体的に言えば、コードやマスターの標準には「レセ電マスター」や「医薬品 HOT コー

ドマスター」等があり、情報交換規約の標準では SS-MIXで提供される「標準化ストレージ」

等がある。 

 このように様々なレベルの標準化がある中で、コードやマスターの標準化に関して言えば、
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コンピュータ（IT）を使うほとんど全ての医療機関が利用するものである。それを鑑みれば、

これは国が国策として整備すべき事業であり、整備した上で、ITを推進するならば無償で提

供していく必要がある。ORCAプロジェクトを始めた当初、レセ電マスターは有償で提供さ

れるものであったが、日本医師会の強い働きかけにより、無償で入手できるものとなり、現

在、ほとんどのマスターは無償で提供されている。ただし、各種のコードやマスターが十分

に整備されている訳でもなく、似たようなコードが異なる規格でそれぞれ提供されている事

例もある。そのため、日医には、マスターやコードの整備について、国に積極的に働きかけ、

整備を進めさせることを求めたい。 

 一方、情報交換規約の標準化については、SS-MIX 事業が進展の一助となっている。ただ

し、これについても必ずしも各ベンダーは標準形式での情報交換を行っておらず、ベンダー

独自の規格で進めている例もある。また、標準形式にも関わらず、異なるベンダー間で相互

に連携できないという事例も見受けられる。従って、このような情報交換規約の標準化に関

しては、日医としても積極的に採用し、日本全国で遍く活用できるように推進すべきである。

例えば、ORCAで提供しようとする紹介状を作成するアプリケーションは、厚生労働省が標

準と定めた「HS008 診療情報提供書」を採用すべきである。 

 このように、既に存在している標準規約に関しては積極的に採用しつつ、一方で ITを活用

した連携が始まったばかりの現状を見れば、必ずしも目的とする標準規約が出そろっている

訳でもない。そのため、日医も標準化団体として積極的に情報交換規約に係わる標準を提唱

して、デファクトスタンダードとなっていくべきである。 

 例えば、日本薬剤師会が提供している NSIPS 12（New Standard Interface of 

Pharmacy-system Specifications）が参考になる。これは、調剤レセコンと電子薬歴システ

ムや自動分包機などの間で情報を連動させるための仕様であるが、日本薬剤師会自身が管理

をし、現在は多くの調剤レセコンベンダーが機能を実装しているため、デファクトスタンダ

ードとなっている。日医も同様の取り組みを進めることでデファクトスタンダードとなり、

それを日本における標準として普及させるような施策を行う必要があると考える。 

 なお、標準の話をすると、電子カルテそのものの標準化という話も出てくる。しかし、医

師の記載する記録であるカルテを標準化するということは、医療の標準化や画一化に繋がる

可能性、繋げられる可能性にも繋がる。また、カルテの記載についても、（例えば、SOAPの

書式で記載する医師もいれば、それ以外の方式で記載する医師もいるなど）医師個人によっ

て様々であり、それを標準化していくことは難しいと思える。 

 従って、ITを活用する場合、このような電子カルテの標準化は必ずしも必須ではなく、む

しろマスターやコード、情報交換規約の標準化で確実な情報の受け渡しを行うための環境整

備を着実に進める必要がある。これらが実施できれば、基本的な情報連携や災害時の情報共

有は可能となる。その上で、更なる統一化が望まれるようになった場合に、電子カルテの標

準化の検討を始めても遅くはないはずである。 

 以上のように、日医として国の施策に働きかけつつ、日医自身が標準化を提唱して、ITを

活用した医療連携の実現を強力に推し進めるべき時が来たのではないかと考える。 

                                                  
12 http://www.nichiyaku.or.jp/?page_id=16170 
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3.4. 認証基盤の確立【佐伯 光義 副委員長／矢野 一博 日医総研主任研究員】 
 IT を活用した地域医療連携を実践するためには、認証基盤の確立は欠くことができない。

このため、これまで日本医師会では認証局の検討を進めており、平成 22・23（2010・2011）

年度の医療 IT委員会（以下、前期委員会）では「認証局の稼働」の会長諮問を受け、課題も

指摘しつつではあるが、結論としては日医として認証局を本稼働すべきとの答申を行った。 

 これを受ける形で、平成 25（2013）年 5 月 14 日の第 2 回理事会において、「日本医師会

電子認証センター」13を会内の付属機関として設置することが了承され、日医の事業として認

証局の位置付けが確定した。 

 この電子認証センターの設置時に、前期委員会で指摘した課題の解決もいくつか図られて

いる。 

 例えば、認証局利用者、具体的には認証局の ICカード（平成 25（2013）年 9 月 24日の

第 18回常任理事会において、正式名称が「医師資格証」と決定）発行対象者の会員・非会員

の問題については、前期委員会では具体的な結論を持ち越していた。しかし、今回の電子認

証センターの方針では、利用に関わる年会費に価格差を付けることとして、会員／非会員の

種別を問わず、医師に対して発行することとなった。これは、地域医療連携の参加医師が日

医の会員／非会員の区分を問わず ICカードを保有できるため、認証局を利用した連携を行お

うとする地域にとっては好ましい方針である。ただし、認証局は日医の会費を使って運営さ

れているものである。従って、非会員に対しては認証局を利用することで、日医へ入会する

インセンティブとなるような方策を検討し、非会員を会員とする働きかけに努めるよう要請

したい。 

 また、地域医師会による審査の枠組みについても、都道府県医師会、郡市区医師会におい

て「対面審査」を実施し、その審査結果により ICカードを発行する体制とすることとされて

いる。昨今頻発している「なりすまし医師」事件を踏まえれば、職能団体である医師会が顔

の見える範囲で医師個人を確認し、医師免許証の原本もしっかりと確認する仕組みとしたこ

とは、認証局の問題のみならず、医師会そのものの信頼性向上にも寄与するものと思われる。

ただし、現在のところ愛媛県医師会、岡山県医師会、島根県医師会、別府市医師会、大学に

おいては熊本大学病院の 5 ヶ所での審査体制が確立したのみであり、今後、これらを本格的

に普及、展開していくためには、各医師会や病院等への説明と依頼が不可欠である。この際、

実際に審査に当たる事務職員や小規模な事務室も存在しないような医師会へ、無用な負担を

求めることは絶対にあってはならない。 

 このため、審査に関わる事務負担、費用的な措置等を早急に整理し、各医師会へ通達する

ことを要請したい。その際には、認証局の意義を理解してもらうことも大事ではあるが、具

体的な業務内容が分かるような丁寧な説明を求める（これらの端緒として平成 25（2013）年

12 月 11 日に「日医認証局の運営に係る情報担当理事及び事務局担当者向け連絡会」が開催

されている）。 

 このように日医電子認証センターの設置により、今後の ITを活用した地域医療連携の実践

に向けて、具体的な一歩が踏み出すことができた。ただし、これは本格的な実践をするため

                                                  
13 http://www.jmaca.med.or.jp/ 
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の必要条件であり、十分条件ではない。特に、医療・介護連携、在宅医療という大きな流れ

を考えた時、前期の答申でも指摘した他職種の対応をどのような方向性で進めるのかについ

て、早急な検討を要する。 

 既に医師、歯科医師、薬剤師の三師の対応については、連携して進めることが合意されて

いるとの報告があった。従って、この三師の連携については引き続き検討を進め、早い段階

で具体化することを期待したい。一方、それ以外の職種の扱いについては、依然として検討

の方向性すら見えてこない。日医認証局が保健医療福祉分野の国家資格を認証する HPKI認

証局である以上、准看護師や任用資格である介護支援専門員、ホームヘルパーの資格を証明

する ICカードを発行することは不可能である。 

 地域医療連携を実践するためには、医師以外の職種との連携は絶対に必要であり、ITを用

いてその仕組みをどう構築するかは、地域医療連携システムを設計する段階の最初の基本的

な要件である。また、連携を行うデバイスとして、最近では「iPad」に代表されるタブレッ

ト端末やスマートフォン（以下、スマートデバイス）が使われ始めている。日医認証局は、

あくまで ICカードを提供するものであることから、このような端末を用いた時に利用できな

い場合もある。地域医療再生基金等を用いて、全国でシステムが構築されつつある今こそ、

ユースケースに応じた認証局の利用の可否も含めて、何らかの指針を提示する必要がある。 

 また、様々な実証等を重ねる中で、現場の運用との乖離も明らかになりつつある。例えば、

「診断書に電子署名することで、確かに医師の書いた診断書であることを証明し、改竄の検

知をする」という利用方法がこれまでしばしば示されてきた。この場合、多忙を極める医師

がその都度、目の前のコンピュータで電子署名をする必要がある。当然、医師以外が署名を

するという法令等に違反する行為を許容することはできないため、簡便に署名するための情

報システムやインターフェイスが必要となる。 

 更に、特に病院等では医療情報システムがインターネットに接続されていない点も考慮し

なくてはならない。電子署名を行う場合、ICカードがあればインターネット接続は必要ない

が、時刻認証をする場合や、署名された文書を受け取って、それを検証（正しさを確認）す

る場合にはインターネット接続が必要となる。この対応としては、例えば「地域医療連携室

のインターネットに接続された端末で署名を検証し、その文書を医師に届ける」という運用

が想定されるが、それでは IT化した意味が薄れてしまう。例えば、署名検証用サイトにだけ

接続できる設計の提案と、そのための情報の開示等に務めることが必要である。 

 日医電子認証センターは、地域医療連携システム構築の支援も事業の柱としており、この

ようなシステムの提供もしくは設計の支援を実施すべきである。なお、署名された文書を検

証するソフトウェアについては、日医が無償で提供するとの報告があった。このように、多

くの利用者が使う必須の機能やソフトウェアについては、検証ソフトウェアのように今後も

無償もしくは低価格で日医で提供されることを要望したい。 

 このように、日医電子認証センターの設置により、認証基盤の確立に向けて明るい方向性

が見えてきた一方、認証局だけでは解決できない問題も明らかになってきた。 

 ITを活用した地域医療連携の実践に向けて、電子認証センターの拡充を図り、日医認証局

が日本の医療 IT の基盤となることを期待する一方、明らかになってきた問題点に対しては、
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本当の認証基盤の確立に向けて、法令解釈、システム構成のあり方、ITに即した運用方法の

提示当等、様々な視点から項目を明らかにしつつ、精緻な取り組みを進めてもらいたい。 

 

 

3.5. 医療分野における個人情報保護個別法の必要性【山本 隆一 委員】 
3.5.1. マイナンバーと個人情報保護法の概況 

 平成 25（2013）年 5月にいわゆるマイナンバー法案が成立した。社会保障・税の共通番号、

すなわちマイナンバーは、現時点では診療情報とは結びつかず、主に行政機関が税務や社会

保障事務を効率良く行うことを目的としている。 

 しかし、5 年後を目処に、民間による活用まで含めて見直すことも明記されており、いわ

ゆる患者 IDとしてのマイナンバー自体の利用を目指す動きもある。日本医師会は共通番号制

度自体に反対はしていないが、現時点での現物給付部分での共通番号の使用には明確に反対

すると共に、医療分野における個人情報保護制度の十分な整備を求めている。共通番号の使

用によって、この番号に結びつけられた情報（「特定個人情報」と呼ぶ）において、個人情報

保護上のリスクが高まることは確実であり、そのためにマイナンバー法では厳しい罰則も定

められている。 

 前政権下では、医療分野における個別法の検討も行われ、当時の工程表にも明記されてい

たが、今回成立したマイナンバー法では一切触れられていない。更に、細かいが重要な点と

して、個人情報保護に関わる第三者委員会の役割の違いが挙げられる。前政権時の案では、

いわゆるマイナンバーの利用にとどまらず、個人情報保護全体での役割を担うことになって

いたが、今回の法律では、マイナンバーに結びつけられた特定個人情報だけを扱うことに役

割が縮小されている。この第三者委員会は、国家行政組織法第三条に基づく委員会（三条委

員会）である。政府から独立した権限を持つプライバシー保護の要となる委員会であり、EU

諸国やカナダでは個人情報保護全体を統括する独立性の高い組織が設置されている。 

 このような第三者委員会の役割が縮小されたということは、仮に今後、個人情報保護に関

わる医療個別法を検討するとしても、それを実現させる際の大きなハードルとなることは間

違いない。各省庁や自治体のバラバラな対応に依存する形の日本の個人情報保護法制は、諸

外国からも不十分と批判されている。その中で医療情報を扱わなければならず、地域医療連

携等で ITに一定程度依存することが必須である―言い換えれば、個人情報の取り扱いに一定

の委託や第三者への提供が避けられない我々にとっては、あまり好ましい状況ではないと言

える。 

 しかし、平成 25（2013）年 9月以降、内閣官房の IT総合戦略本部に設置された「パーソ

ナルデータに関する検討会」において個人情報保護法制の見直し方針が検討され、その答申

を基に 12月末には本部決定された。決定内容の詳細は公表されているので、参照されたい14 

が、第三者機関の設置が明確にされ、また現状のいくつかの問題点が明確に意識されており、

医療情報とは明記されてはいないが、機微性の概念も導入され、平成 26（2014）年の大綱決

定や平成 27（2015）年に予定されている法改定の議論に注目する必要がある。 

                                                  
14 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/dec131220-1.pdf 
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 ただ、前述したように医療情報の特殊性が明記されている訳ではなく、医療関係者として

は、問題点を明確にした上で、制度整備を求め続ける必要がある。 

 

3.5.2. 現行法制度の問題点 

 現状の法制度における個人情報保護上の問題点は、大きく分けて、以下の 5 点であると言

える。 

 

① 民間、地方自治体、独立行政法人、国の行政機関の 4つが、それぞれ別の法規制の元に

あり、医療・介護という観点からは、極めて複雑な制度になっている。 

② 事業者単位の規制であり、連携を行うことが当たり前となっている現在の医療・介護の

あり方に法制度が適応できていない。 

③ 二次利用に関する規制が曖昧で、楽観と杞憂の両極端に走りやすい。特に匿名化が抽象

的にしか扱われていない。 

④ 行政法であるため、行政機関の恣意的判断が避けられず、特に医療・介護のような機微

な情報においては独立性の高い判定機関が必要と思われるが存在しない。 

⑤ プライバシーは権利として認識されているが、事業者の責務としての法規制であり、患

者等の権利保護という観点が曖昧である。 

 

 上記のうち、①と④は制度見直し方針に一応は含まれている。まだ法案になっていないた

めに注視は必要であるが、問題点としては認識されている。③の匿名化が抽象的で曖昧な点

について制度見直し方針では、匿名化という言葉ではなく、一定程度、個人の識別性を下げ

た情報の取り扱いを別に定義することになっており、これまでの曖昧さはある程度改善する

ことが期待される。しかし、②と⑤については現状でも十分な配慮が必要であり、現場から

問題点を明確にしなければならない点と言える。 

 地域医療連携を考える上で、最も重要な課題は②である。紙ベースの紹介状のやり取りの

場合、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では、

包括的同意でよいとされている。 

 ほぼ同じ目的で構築されているにも関わらず、ITを活用した医療連携システムでは、ほと

んどのフィールドで患者等から明に個別同意を得ており、この同意を得るための手間が普及

の妨げになっているという報告も多い。紙ベースの紹介状のやり取りと本質的に同じであれ

ば、前述のガイドラインが適用されるので、包括的同意で十分であるが、「実験的な試みであ

ること」、「医療機関－患者－医療機関という紙ベースの運用と多かれ少なかれ異なる運用が

あること」の 2つの理由で明に同意を得ているという判断がなされていると思われる。 

 しかし、そのために普及が妨げられているとすれば本末転倒である。実証・実験の時期は

既に終了しており、注意深く設計すれば実運用システムにもなり得ること、また、それを目

指して構築されていることを考えると、1 点目の理由も、システムのテストや安定稼働まで

の立ち上げ期を除けば、考慮する必要はなくなる。 

 問題は紙ベースと異なる運用である場合で、例えば「ID-Link」を用いたシステムでは、理



27 
 

論的には患者の検索自体は日本中で可能である。また、情報の開示についても、現状では対

象となる情報全体を、医療機関ごとに開示するか非開示にするかの選択しかできず、相手機

関によって部分的に開示することができない。これは紙ベースの医療連携とは大きく異なる

点である。 

 他の商用サービスも、多少の違いはあっても似たような運用であり、やはり紙ベースの医

療連携とは異なると言わざるを得ない。地域医療連携自体は本来の医療目的であり、紙ベー

スと運用が異なっても、必要な範囲で必要な時に情報が共有されるのであれば、前述のガイ

ドラインの主旨から見て包括同意でよいと思われるが、問題はそのように言い切ることが可

能か否かであろう。そう言い切れない場合には、システム自体への要求を変更し、言い切れ

るようにするか、明に同意を得るしかない。 

 ③は匿名化以外に、公益性、同意の 2 つの問題がある。前述の制度見直し方針はビッグデ

ータの利活用による産業振興を強く意識したもので、医療情報に関しては僅かでもリスクが

ある場合は公益性の重要性を十分に主張すべきであり、また患者等の信頼性を損なわないた

めには同意のあり方を十分に検討する必要がある。もちろん著しく公益性が高い場合、例え

ば致死率の高い感染症のアウト・ブレークのような場合は、個人の権利は公益によって抑制

される。ただ、この場合でも可能な限りの匿名化は必要である。公益性はあるものの、そこ

までの緊急性がない場合は実質的に個人の特定が不可能な状態にできれば情報の利用は可能

である。 

 ただし、医療・健康情報の場合、一般的には多項目にわたり身体的特徴をあらわすデータ

も含まれ得る。単純に名前や住所を消しただけでは特定可能なケースがあるため、注意を要

する。例数が少なければ、人手で特定可能性を確認することも可能であるが、多数例を扱う

場合には、機械的に特定可能性をチェックする必要がある。このような匿名性の定量評価技

術は、カナダ、米国を始めとする先進的な国々と違い、我が国ではまだ実用的には用いられ

ていない。 

 また、集計値・統計値だけが必要であれば、個票自体を秘匿したまま計算できる技術も存

在し、状況によっては検討する必要がある。 

 同意については、初めから利用目的が決まっていれば、収集時に同意を得ておくことが当

然である。しかし、データの収集時には利用目的に含まれていなくとも、その後に検討が必

要な課題が生じることもある。例えば、ある薬品で新たな副作用が発見され、それまでの使

用例を見直す場合などがこれにあたる。このような場合、既に診療が終了していれば、新た

に同意を得ることは難しい。公益性があり、プライバシー侵害の可能性が低ければ、多くの

人は利用に同意すると思われる。しかし、少数であっても、非同意の場合もあり、この場合

はオプトアウトと呼ばれる手法を用いる必要がある。 

 オプトアウトとは、実際に使用する前に拒否を表明する機会があることで、機会があるに

も関わらず拒否を表明しなければ肯定と見なすことを言う。対象者が多い、連絡先が不明な

どの場合は WEB ページや新聞広告等で使用予定を表明することになるが、この場合は確実

に該当者に伝わることが重要である。また、実際の情報収集から相当の時間が経っていれば、

自身が該当するかどうかの判断が難しくなる場合や、個人としては該当しても、どの医療機
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関で収集した情報か分からなくなっている場合もあり得る。自身の情報を本人が間違いなく

追跡できるようにするためには、医療機関ごとに異なる IDではなく、患者 IDのような永続

的な IDの導入が必要であろう。 

 最後に、個人情報保護の制度見直しにあたって、医療機関等で扱う個人情報の取り扱いに

ついて重要な点を指摘しておきたい。医療健康情報は機微な情報であり、プライバシー保護

に最大限の配慮が必要なことは言うまでもないが、他の多くのビジネスでは情報を集める主

体は誰かに強制されるわけではなく、自由意思で収集する。 

 しかし、医療機関には応召義務があり、原則として情報の収集は拒否できず、また諸制度

により、情報収集自体も保存も義務化されている。言わば制度により強制された情報の収集

及び保存である。当然、善良なる情報管理者としての責務は果たす必要があるが、無限責任

がある訳ではない。むしろ善良な医療従事者が過度な負担なく、情報を安全に管理できるよ

うな制度が必要である。 

 現在の個人情報保護法制は情報収集した事業者への責務と罰則しか定められていないが、

例えば遺伝子情報を収集したければ、髪の毛を集めるだけでも可能である。必要なことは、

遺伝子を含む個人の医療健康情報を悪用することを防止することで、これは現在の個人情報

保護のスキームでは十分とは言えない。制度見直しにあたっては、「個人情報保護」という手

段の規制だけではなく、医療健康情報を不正に用いることによってプライバシーの侵害や、

不当な差別を行うこと自体に対して、十分な法的規制をする必要がある。それができれば、

不正利用を意図しない、善良の医療従事者の情報保護に関わる負担を合理的に軽減すること

ができると考えられる。 

 

 

3.6. 個人情報保護、システム運用に関わる運用ルール（規範）の必要性 
3.6.1. 情報漏洩対策の必要性【石井 出 委員】 

 情報は必ず漏洩するという前提でシステムを構築する必要がある。技術は日々進歩し、思

いもよらない技術が生まれてくるが、情報機器やソフトの欠陥が見つかることもしばしばあ

る。現在の情報世界は、サイバー戦争とも言える状況にある。 

 情報漏洩に対しては、技術的な対応と法的な対応で対処することになる。技術は日々進歩

するので、常に最新の漏洩対策が必要となるであろう。 

 現実問題として、マイナンバー法案が成立したため、各種のバラバラになっていたデータ

が、マイナンバーによりシングルデータ化され、個人の全像が特定できうる時代が到来した。

かつてジョージ・オーウェルが小説「1984」で描いた姿が、現実のものとなりそうである。

現在、街頭には 400～500 万台の防犯カメラが設置されており、人物の姿から個人を特定で

きる技術も開発されているが、時折、その間違いによる誤認逮捕という大変な事態も起きて

いる。技術は驚くべき早さで進歩、普及しているため、そのことを考慮しながら、医療情報

保護について概略を述べる。 

 まず、医療データの種類を既定し、それを閲覧・運用できる者の資格を決める必要がある。

これらのデータが漏洩するかどうかは、扱う担当者の運用に関する意識の高さによるところ
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が大きく、その責任は重い。これに耐え得るかどうかを検証した上で、情報の処理を任せる

べきであり、国家資格が必要であると考える。 

 医療データの種類としては、医療機関情報、レセプト情報、カルテ情報がある。医学や治

療に関する情報は公開されているので問題にしない。 

 医療機関に関する情報は公開されるべきであり、情報の漏洩は発生しない。 

 レセプト情報は、診療報酬を請求するために作成され、支払基金・国保連合会に送られる。

しかしながら、支払基金等で「どのように管理されているか」、「支払目的以外に利用されて

いるか」、「どの程度の期間保存されているか」等は全く不明である。漏洩問題について、事

前に協議する必要がある。 

 カルテ情報の作成・閲覧は医療者の資格によるが、ここでは医療連携のケースに限定して、

漏洩の問題を考える。 

 連携に必要な診療情報は、カルテ上の全ての情報ではなく、患者の状態が分かるサマリー

が最も有用である。最近の診察所見、検査結果、内服薬の種類と量は必要であろう。 

 閲覧については、その資格認証、範囲と目的を明確にしておく必要がある。閲覧できる診

療情報であっても、診療以外の目的のために利用することは、原則的には禁止すべきである。

医療連携の場合、閲覧できるのは主治医とかかりつけ医に限定すべきであろう。 

 漏洩には、過失によるもの、データの入った機器やメディア等の紛失によるもの、意図的

な漏洩―つまり犯罪によるものがあるが、これには明確な規則と教育が必須である。 

 マイナンバー法の成立により、様々な個人の情報をシングルデータとして集約することが

可能となる。ある個人の医療関連データとそれ以外のデータとを結合して分析すれば、個人

の特徴が微妙な点まで把握できる。現状では、これらの情報がどこに蓄積され、どのような

目的に利用されていくのか全く分からない。これらを調査するために、行政から独立した専

門の第三者機関が必要になろう。その構成員には、医師会、弁護士会、人権団体等の代表な

どが考えられるが、この第三者機関には、捜査権限も必要になると思われる。 

 技術的な進歩はこれからも続いていくだろうが、それにより全ての情報漏洩が防げるわけ

ではない。漏洩の抑止力、漏洩の結果については、法的に整備することが必要である。 

 

3.6.2. 患者の同意取得の重要性【田中 良樹 委員】 

 患者の医療情報は、電子化されていても、紙カルテであっても、究極の個人情報であるこ

とは論を待たない。これまでは、情報は診療所や病院といった閉鎖空間の中にあり、カルテ

そのものが持ち出されるようなことがなければ、外部に漏れることはなかった。しかし、電

子化とネットワーク化により、外部から院内のカルテにアプローチすることや、患者医療情

報をクラウド等で外部に保存することも技術的には可能となり、漏洩や改竄の危険性に曝さ

れることとなった。IT技術は日進月歩であり、莫大な費用をかけて強固なセキュリティをか

けても、それを破る技術は開発され、その攻防はイタチごっこである。従って、医療情報は

漏洩するという前提で考えなくてはならない。 

 また、漏洩を防止するだけでなく、外部からの侵入、いわゆるコンピュータウイルス等に

も最新の対策を行う必要がある。最近は高度で巧妙なウイルスもあり、またサイバーテロの
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被害を受ける危険性も想定しておかなければならない。 

 医療情報は、当該者の治療目的以外で使用する場合には、現在流行の包括的同意のような

乱暴な方法ではなく、その目的・範囲・利用方法などについて、主治医が対象患者に対して

十分説明した上で、納得、同意を得ることが、最低限守らなくてはならない原則であると考

える。また、当然ながら患者は拒否権も有している。にもかかわらず、治療前で不安を感じ

ている患者に対し、無言の圧力による同意取得が平然となされている現場もあるという事実

を、我々は認識しておかなければならない。 

 個人の医療情報は、いくら匿名化されていても簡単に特定できる危険性がある。これは新

型感染症の発生など、公益性があって匿名化した患者情報を公表する場合も例外ではない。

例えば、先般、神戸市で初発患者が見つかった新型インフルエンザ騒ぎの際、マスコミ報道

などからの興味本位の漏洩により起こった学校・在校生・医療機関・患者家族などへの風評

被害は異常なものであった。医療情報の漏洩は、患者個人だけではなく家族・同僚まで及び、

その影響は多大なものとなるため、公益性という大義名分がある場合でも、慎重な上にも慎

重な情報開示が求められる。特殊な疾病名の場合、個人のみならず、その家族の人生をも左

右するだけの危険性も高いことを肝に銘じなくてはならない。 

 

 

3.7. 在宅・介護との連携のあり方【井上 雅公 委員】 
 急速な高齢化を迎える我が国の医療・福祉分野において、特に医療、介護分野の抱える課

題は大きい。サービスの地域格差や医療従事者の不足などの種々の問題に対し、ITの利活用

は今後ますます重要になってくるものと思われる。多職種の意見交換会では、在宅を担当す

る介護職、看護職などから情報共有の必要性を訴える声も聞かれる。 

 在宅医療・介護分野（以下「当分野」）と、それ以外の医療分野では、IT 利用についてか

なり異なる点があると考える。本委員会で論じられている医療連携は、主に医療機関同士、

特に病院と診療所間の情報共有がテーマになっているが、これは「縦」の関係の情報共有で

あると言える。一方、在宅医療の現場では、一つのケースに多職種、多人数が関与するので、

言わば「横」の関係を持ちながら、医師がコーディネートして情報共有することが多いと思

われる。 

 これらを踏まえて、当分野での IT利活用について、主に利便性、コスト負担、セキュリテ

ィなどの側面から考えてみたい。 

 当分野においては、日常的に多職種がサービスに関与しており、仮に情報共有ツールとし

て ITを導入する場合、参加者間における情報リテラシーの差が大きくなると予想される。で

きるだけ敷居を低くするためには、専用線や VPNの利用は難しく、やはりインターネットが

ベースにならざるを得ない。 

 当分野の現場における実際の情報のやり取りは、主に電話や FAXを使用しているレベルで

あり、医療機関間で行われているような高度なデータ共有は必要ないと思われる。一部の在

宅医療現場では ML による情報共有が行われているようであるが、一般のメールではセキュ

リティ面で不安があり、FAXと同様に誤送信のリスクもある。 
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 しかし、介護事業者などは、医療機関と比べて ITに関連した投資が財政的に困難な面もあ

る。これらの問題点を踏まえ、一つのソリューションとしてグループウェアの利用が考えら

れる。例えば、「サイボウズ Live」15は基本的に無料であり、通信経路に SSL を使用するな

ど、セキュリティ面でも一定のレベルが維持されている。機能としては、コメント、ドキュ

メント、画像、カレンダー等の共有が可能であり、検討に値するサービスであろう。 

 また、厚生労働省や総務省が、千葉県柏市などの地域で当分野における情報連携基盤の実

証実験に着手しており、これらも今後注視していくべきシステムと考える。 

 セキュリティに関しては、守秘義務の有無一つとっても、職種間の差が大きい。当分野で

は、システム的な問題よりもヒューマンファクターの方が重要であると思われる。システム

運用に際しては、しっかりとした規定を策定し、参加者に徹底させることが必要である。 

 情報共有と共に、当分野で今後 ITの利活用が求められる領域として、遠隔診療が挙げられ

る。近年、通信回線の広帯域化により、ネットワークを介した画像転送の質は飛躍的に向上

しており、遠隔診療の可能性は高まっている。例えば、中山間地域、離島を抱える地方都市

などでは、このような面での医療への IT導入は大きな恩恵となるはずである。実現可能な医

師不足対策として、チーム医療や多職種連携の推進に役立つツールの導入は、大いに期待で

きるものであろう。 

 コストに関しては、医療情報の共有は医療の質の向上に繋がるにも関わらず、現時点では

診療報酬上の手当などがなく、収益の改善や業務の効率化には直接結びついていない。この

ような状況では、新たにコスト負担が発生する ITサービスの導入を経営者（医師）に求める

のは困難である。更に多職種が絡む場合、その負担を事業者間でどのように案分するかも問

題となる。コストと品質のバランスを考えれば、国のモデル事業や既存 ITサービスの転用な

ど、柔軟な対応を検討していく必要があると思われる。 

 以上、在宅医療・介護分野における IT利活用について述べてきたが、この分野においては

新たなシステムを立ち上げることがなかなか困難であり、現在あるツールをうまく組み合わ

せて、地域の実情に合った連携を創っていく必要があると考える。医療機関連携の取り組み

が各地で行われているが、それぞれ独自のシステムやツールを使っているため、なかなか普

遍的に拡がりにくい印象がある。医師会としては、現在入手しやすく運用が簡便なツールを

ピックアップ、検証した上で、汎用できる案として会員、地域医師会に提示していくことが

望まれる。 

 

 

3.8. 真に現場で必要とされることは何か 
3.8.1. 認証基盤への参加の公平性について【小竹原 良雄 委員】 

 地域医療再生基金は、「経済危機対策」の一環として、「都道府県が地域の医療課題の解決

に向けて策定する『地域医療再生計画』に基づいて行う、医療圏単位での医療機能の強化、

医師等の確保等の取組を支援」するためのものである。 

 島根県では、県東部の松江・出雲圏域など、医療整備が進んでいる地域も含めた圏域整備

                                                  
15 https://live.cybozu.co.jp/ 
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として「まめネット」16の名称を与え、平成 23（2011）年度より整備を進めている。県全体

の医療基盤・情報ネットワークインフラ整備として、平成 25（2013）年度までに予算執行が

行われる計画である。 

 今回の事業においては、基金等の性格のため、補助金事業の執行者は「県または県以外の

事業者」となっている。そのため、委託機関として「NPO法人しまね医療情報ネットワーク

協会」を設立、執行する形となった。 

 ただし、平成 25（2013）年度までは基金による構築と運営が可能であるが、今回の基金は

運営費としての拠出は認められていないため、その後の運営については今のところ財政的裏

付けがない。また、基金崩壊など不適切な執行となった場合、県の監督責任以上に執行者の

責務が問われることは明白であり、少なくとも 5年間、平成 28（2016）年度までは維持しな

ければならない。 

 当県のシステムは、7 市及び隠岐の島、過疎地等の中核病院にサーバーを配置し、各地域

診療所はそれと連携して、医療情報の集約化を図るものである。使用する主なソフトは、患

者情報のやり取り、病院の入院カルテの参照、依頼した画像系情報のやり取り等を行うもの

となる。また、長崎県の「あじさいネット」のように、徐々に積み上げられて広がったネッ

トワークではなく、スタート時から一斉に皆が参加する形になる。 

 「まめネット」では、患者紹介状の作成に日医認証局の署名機能を利用する。医療保険に

おいて請求可能な原本保全のあり方を作り出すことにより、ネットワーク社会に参加する医

療機関にとって、「保険請求が可能な書類の安心安全を確保する」という歩みを始めることと

した。その点を踏まえ、ネットワークに入るための医療機関認証ではなく、特定の文書に対

する署名認証を使うことで、県全域から参加した医療機関にとって、保険請求可能な文書が

作成でき、長期に亘って文書を保管する際にも真正性の保証を与えることができるシステム

構築とした。 

 幸いにも、日医総研、島根県庁、NPO法人などの理解を得ることができ、システム構築実

施の運びとなった。また、日医執行部の理解により、島根県医師会が地域受付審査局（LRA）

として認定され、郡市医師会や各中核病院の事務局が書類作成を代行することで、全て県医

師会経由で日医認証局に対する医師資格証の申請が可能となった。事務手続きの簡素化等で

医師認証が得やすくなったことにより、社会基盤整備に類する補助金を得て成立するシステ

ムに参加する者（この場合は医師）にとって、日医認証局の公益性と効率性がより担保され

ることとなる。 

 更なる課題として、参加する者に公平性の原則を保証する必要に迫られている。周知の通

り、補助金を使う事業においては、公益性、公平性、効率性がより求められる。参加の公平

性について、特に日医会員と非会員との認証局カード発行費用の乖離が、実施に当たっての

問題点として浮上してきている。地方における非日医会員は、病院勤務の研修医、若手・中

堅医師など病院医療を担う存在であり、日常診療や救急医療における患者個々人の医療情報

の必要性も十分に認識している。現状では、特に僻地医療に赴任する医師や、離島に短期出

張する医師を排除することにもなりかねない。 

                                                  
16 http://www.shimane-inet.jp/mamenet/index.html 
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 更に「まめネット」では、病診・診診連携における紹介状は、医療保険で請求可能とした

が故に、保険医療に携わる保険医としての参加の公平性保持という、二重の公平性、公益性

が求められている。ネットワークの形成と維持には、多額の費用と手間がかかる。このよう

な医療情報の社会インフラ整備事業は、今後も国あるいは地方公共団体の補助事業として成

立することも多々あると思われ、参加者への公平性の確保については、慎重な取り扱いが求

められる。 

 

3.8.2. SNS社会における ORCAのスマートサービスについて【小竹原 良雄 委員】 

 SNS（Social Network System）社会における ORCAの役割の一つとして、スマートデバ

イスの活用促進は必須である。具体的には、石川県能登北部や大阪府で行われているお薬手

帳の電子化事業が好例となろう。お薬手帳の活用については、以前より議論されているが、

これまでORCAプロジェクトでもQRコードを活用した事業への対応は行ってきた。しかし、

情宣不足もあるが、例えば自地域の松江日赤病院門前の日本調剤店舗でもほとんど利用され

ていない。これを普及させるためには、利便性についての改善が必要であった。 

 より利便性の高い方法について検討を重ねた結果、先般 SONY から提供を受けた端末と

FeliCa（SONYが開発した非接触型 ICカードの技術）、NFC（Near field communication：

近距離無線通信）の技術を使って、スマートデバイスに処方箋情報を取り込むことができる

ようになったのである。 

 これによりアンドロイド端末（いわゆる「おサイフケータイ」や「Nexus 7」等のタブレ

ット型端末）への処方箋情報の取り込みが日常性を得ることとなった。処方箋情報のみなら

ず、保険情報、アレルギー情報や病名、メモ機能など、ORCAに収納されている伝えたい情

報は、より簡便にスマートデバイスに収納可能となる。多額の費用がかかる医療情報インフ

ラ整備とは異なり、個人の医療情報は個人で管理するという基本線を保持しつつ、はるかに

少ない費用で維持することができる。処方箋情報は、直接的には介護現場には正確には流れ

ない可能性があるため、例えば訪問看護師が利用者個々に聞き取って書き写している現状が

あるが、その改善の一助にもなる。 

 ただし、介護の現場に携わる職種は、かかりつけ医、訪問看護師、薬剤師、また、ケアマ

ネージャー、ヘルパーなどの介護関連職種、地域包括支援センターの職員など多岐にわたる。

これらの職種間における情報のやり取りや保存について、「責任主体がどの職種に帰着するの

か」、「利用者の自己責任に委ねるのか」など、介護医療でどのように ITを活用していくかの

まだ十分に議論されていない。 

 また、特に利便性の高いスマートデバイスの特性について、総務省の「スマートフォン・

クラウドセキュリティ研究会」の最終報告（平成 24（2012）年 6月 29日）では、 

スマートフォンは、PCと比較すると、ハードウェアの処理能力が限られるため情報セキュ

リティに割けるリソースが少ない、OSがシングルユーザを想定しているため利用者ごとの

権限設定ができない、ファイルや通信路の暗号化などの機能に乏しいなど、PCにはあるが

スマートフォンにはない性質により、PCでは可能な情報セキュリティ対策を取ることが困

難になる可能性がある。他方、通話機能に加え、カメラや GPS等のデバイスが搭載されて
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いるなど、PCにはない機能がスマートフォンに具備されていることにより、利便性が高い

が故に新たな脅威が発生する、又は脅威が大きくなることがあるということにも留意する

必要があると考えられる。 

と、その安全性に関する指摘がなされている。 

 今後どこまで整備されるかは需要度によると思うが、まず SNS社会への新たな取り組みと

して取り上げるべきである。 

 

3.8.3. 現場が必要とするネットワーク【橋本 雄幸 委員】 

 そもそも地域医療連携に IT を利用しようとする発想は、「医師の絶対数の不足や診療科の

偏在を補い、限られた医療資源を患者のために有効に使うことができる」というのが基本理

念にある。従って、各地域の医療特性に合致した必要性に応じた連携ネットワークの構築が、

そのシステムを継続していくための絶対条件となる。地域医療再生基金が使えるからといっ

て、医療者側の考えを中心にしたシステム作りや、ベンダーのパッケージ製品を地域に無理

に当てはめたりしたのでは、その成功はおぼつかない。 

 かつて全都的に東京都医師会が推し進めようとした医療連携ネットワークシステム「HOT

プロジェクト」が中断に追い込まれた理由は正にそこにある。平成 15（2003）年度から始ま

ったこの事業は、電子カルテを用いて受診者への情報開示と医療機関相互の連携を目指し、

WEB処方箋や診療受付・予約システムなどを兼ね備えた、かなり先進的なクラウドサービス

であった。しかし参加する医療機関は一向に増えず、2 万人の医師会員を抱える東京都医師

会の中にあってわずか 100医療機関の参加にとどまり、システムの運営のために毎年数百万

円も費やす事態になっていた。途中、東京都の補助事業「東京都情報開示・地域医療推進モ

デル事業」に乗って資金注入がされたことも継続を後押しした。この事業の最大の弱点は、

患者が得る利益があまりにも不明確だった点にある。 

 東京都は広く、しかも比較的医療過疎の多摩地区と、過密傾向の 23区部では医療資源のギ

ャップが著しい。豊富な交通機関を利用して患者は自由に複数の医療機関を受診できるため、

患者の流れは複雑化し、それぞれの地域で必要とされる医療は多彩で一律ではない。従って、

現在都内で成功している医療連携ネットワークは、患者の受診行動範囲が比較的限られてい

る地域、及び中心となる基幹病院が少数でそれぞれが機能分化されている地域のみである。 

 では、東京都で広域的な医療ネットワークが必要ないかと言えば、答えは否である。休日・

夜間の救急医療がそれである。東京の救急医療は、ベッドの空き状況から必ずしも患者は住

居の近くの病院に搬送されるわけではない。受け入れ機関が見つからずに比較的遠方の病院

に搬送された場合、救急医療機関にとって欲しい情報はかかりつけ医（診療所でも病院でも）

が持つその患者の診療情報である。しかし、どこから搬送されるか分からない患者のかかり

つけ医との医療情報ネットワークの構築も、また容易ではない。 

 結局のところ、医療事情の異なる各地域の特性を充分に考慮し、行政や医療機関のエゴで

はなく真に患者に利益をもたらす医療を提供できる連携ネットワークが、現場では最も必要

とされているのである。従って医師会の関与としては、これまでの成功例を見ても、現場に

最も近い郡市区医師会レベルからネットワーク構築を始めていくのが正解ではないだろうか。 
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4. 医療連携 IT化元年とするために 

4.1. ITを活用した地域医療連携の成功とは何か【牟田 幹久 委員】 
 一口に「IT を活用した地域医療連携」と言うが、医療連携の形態には、「遠隔画像診断」、

「救急医療支援」、「診療情報共有」、「疾病管理型共有」、「健常者情報の共有」等が挙げられ

る。 

 情報を共有・交換する相手としては、「医療機関と医療機関の間」、「医療機関と薬局、訪問

看護ステーション等の多職種間」、「医療機関と患者・支援対象者宅」等がある。 

 使用機器としては、「パソコン」、「サーバー」、「携帯電話」、「スマートデバイス」、「通信機

能を持つバイタル計測機器」等が挙げられる。 

 ITを活用した地域医療連携は、地域の状況と目的に応じてこれらを組み合わせて、いろい

ろな形、いろいろな場面で行われているのが現実である。 

 ただ単に、「利用する人数が多い」、「エリアが広い」、「登録数が多い」等の側面を見て、成

功や失敗を論ずることはできない。 

 また、成功したと言われる地域の連携をそのまま導入しても、必ず成功するとは言い難い。 

 本答申において、ITを活用した地域医療連携をどのように構築すればいいか検討している

地域に対する福音となるように、「ITを活用した地域医療連携とは」、「ITを活用した地域医

療連携が成功する方法」を示すことができれば一番であるが、上記の理由でそれは非常に困

難なことであると思われる。 

 ただ、確実に言えることは、ITは単なる道具であり、地域医療連携を上手く行うための手

段に過ぎない。この道具を用いて、現在生じている地域医療連携の諸問題を解決し、更には、

これまで行うことができなかった新しい形の医療連携を行えるようにすることこそが、ITを

活用した地域医療連携の成功例であると言えよう。 

 この新しい形の地域医療連携において、その利益を享受するのは医療関係者であることは

もちろんであるが、何よりもその最大の受益者は医療を受ける患者でなくてはならない。 

 医療で一番大切なことは、人と人との信頼関係である。IT化はそれを手助けする道具であ

ることを忘れてはならない。 

 

 

4.2. 認証基盤の全国規模での普及またそのための体制のあり方【田中 良樹 委員】 
 医療機関での電子化・IT化はこの 20年で急速・急激に普及してきた。特にレセコンは、

以前には煩雑であったレセプト作成業務の簡素化、効率化をもたらした。レセコンを扱うの

は医療事務員であり、医師・看護師等の医療者が直接コンピュータを触る必要がなかったこ

とが、診療所にも簡単にレセコンが普及した大きな一因であったと言える。 

 一方、医療現場における電子化は、約 20年前、まずは大規模病院から始まった。その結果、

病院勤務医のみならず、医療従事者は老若男女問わず、検査オーダリングをはじめ、カルテ

の入力まで、全てコンピュータを扱う仕事が強いられるようになった。それに追従できない

医療関係者は必然的に自主退職となり、淘汰される結果となった。その環境に慣れ親しんで
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仕事をしてきた若手の勤務医たちが、診療所開業時に最初から電子カルテを導入するのは必

然的な流れである。その反面、50歳以上の診療所医師の現場では、依然として紙カルテが主

流であり、電子カルテへの移行組は一部に留まっているのが現状である。開業医の世代交代

は確実に進行しており、今後、電子カルテ族が年々増加して主流となり、紙カルテ族が希少

人種となるのは時代の趨勢である。 

 認証局は、電子・IT化された医療社会では「電子実印」ともいうべきものを提供する存在

であり、筆跡鑑定などの個人を同定する手段のない世界では不可欠なものである。また、カ

ルテの改竄などを防止するためにも必須である。従って、認証局は電子カルテ族の医師には

不可欠なものであるが、一方、紙カルテ族の医師にはあまり必要性がないと思われる。その

点を充分に鑑み、認証局を必要とする勤務医・若手医師をターゲットに普及を図るべきであ

る。 

 日医認証局が発行する医師資格証は IT社会のパスポートであり、将来的には、それなしに

は日常の医療の仕事ができなくなる日が来るかもしれない。従って、電子カルテ族の若手医

師に対しては、仮に日医非会員であっても、戦略的に考えて、先行投資のつもりで安価に認

証局の利用環境を提供すべきである。       

 現在日医総研は、具体的に試算した上で、医師資格証の年会費として会員 5,000円、非会

員 10,000円という金額を提示しているが、この価格は若手医師にとっては高いハードルにな

る。普及のためには、まずは加入してもらうことを第一義とすべきである。毎年あるいは 2

年ごとの煩わしい更新手続きを求めることなく、2年に一度のオンライン更新などの仕組み

も工夫し、カードの有効期限を例えば 6年として、費用を 6年間で 6,000円程度まで値下げ

できれば、経費は年間 1,000円となり、若手医師が加入するためのハードルはかなり低くな

る。そして、認証局を利用していれば、現在は非会員の勤務医であっても、開業時に医師会

に入会することに対する抵抗も少なくなるのではないだろうか。 

 このような形で、医師会員の青田買いとも言うべき施策を行うことで、日医認証局は会員

増加の手段にもなり得ると考える。 
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5. 諮問「ITを活用した地域医療連携の実践について」への答申 

5.1. 地域医療連携ネットワークの構築にあたって 
5.1.1. 注意すべき点（要件） 

 ITを活用した地域医療連携ネットワークの構築に携わる医師会や会員に参考としてもらう

べく、委員会として各委員の記述内容から注意すべき点を整理したい。 

 

(1) 目的の明確化 

 ITを活用した地域医療連携ネットワーク及びシステムの構築は、医療提供者間の連携強化

による医療の質向上と、患者によりよい医療を提供するための手段である。システム構築自

体が目的にならないよう、常に現場の目線に立って、意見交換の繰り返しにより目的と理念

の確認・統一を行いながら構築作業を進めていくべきである。 

 特に補助金を利用する場合、連携参加者の理解を得ないまま計画され、構築自体が目的と

なりやすい傾向があるため、注意しなければならない。 

 

(2) 連携の地域的範囲 

 行政側が机上の議論で作った医療圏は、現場で本当に連携すべき医療圏と必ずしも一致し

ない。行政側の地域区割りに沿って構築する場合、地域の地理的・文化的な状況や、医療機

関同士の実際の連携状況と齟齬が生じ、医療連携が計画通りに機能しない可能性もある。 

 連携を取りやすくするためには医療機関と医師会ができるだけ関与すべきであり、地域の

区割りについては医師会が主導し、現場の状況に合わせて設定する方が現実的である。 

 小さな地域、すなわち顔の分かる範囲内で連携する場合は別にして、他の市町村にまたが

る場合、更に県境地域など都道府県をまたいだ広範囲の連携を組む場合など、広範であるほ

ど、事前の関係者間の調整は綿密に行わなければならない。 

 

(3) 連携のためのデータ形式の統一 

 地域医療連携の実践にあたっては、無駄な投資や連携不可能な独自のデータ形式、データ

項目をできる限り避け、他地域から患者紹介・患者移送を受ける際でも、電子的な患者情報

を適切に交換できるよう、SS-MIX2に対応した標準的なデータ形式、保存形式のシステムを

構築すべきである。独自のデータ形式を用いる場合には、標準的な形式に簡便に変換する仕

組みを整備しなければならない。 

 

(4) 確立している技術の活用 

 既に他地域のシステムにおいて実用化されているシステム、メーカーによりパッケージ化

され、有用性が確認されているシステムについては、予算をかけて新たに開発せず、既存の

システムをできる限りそのまま使用するように心がけるべきである。致し方ない場合のみ、

必要性・地域特性に応じて最小限のカスタマイズとすることが肝要である。 

 ただし、特にメーカーによる囲い込みに誘導されないよう注意が必要である。 
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(5) 運用費の工面 

 「補助金を利用してシステムを構築し、補助金の期限が切れた後、運用費が工面できずに

頓挫する」という過去事例が散見される。 

 地域医療連携システムは、参加医療機関だけではなく、患者にも利益を供するものである。

受益者負担を旨とするのであれば、（患者に代わって）行政が一定の費用負担をすることに対

し、住民の理解を得ることもできると思われるので、計画時から予算枠の交渉を行い、支援

の確約を得ておくことが望ましい。 

 

(6) 認証局の利用 

 地域医療連携システムにアクセスする際の医師資格認証、連携の際に作成する電子紹介状

などへの電子署名（電子印鑑）については、日医認証局の利用を強く推奨する。IT化された

医療情報社会においては非常に重要であり、医師自身の身の保全と情報保護（情報の改竄・

成りすまし等を防ぐ）のための最低要件であるので、電子署名が行えるようシステムを構築

すべきである。 

 

(7) 情報共有と責任 

1) 受け手側の保護 

 医療連携において、患者の画像データ等の提供を受ける場合や、権限を得て閲覧する場合

など、膨大な情報全てを確認することは不可能である。受け手側、閲覧者側に全ての情報を

確認する義務はないことを明文化しておくべきである。 

 

2) 情報提供者側への配慮 

 地域医療連携システム内で得る情報の取り扱いについて、目的外使用や漏洩等が起こらな

いようにするのは当然のことであるが、情報提供側の不利益になることのないよう、取り扱

いには格段の注意を払わなければならない。 

 

3) 情報機器の取り扱い、個人情報保護、プライバシー保護の徹底 

 連携医療機関の各職員に対する情報機器と情報の取り扱いについて、システム運用開始前

の知識共有と法遵守の確認、運用開始後の取り扱い確認を定期的に喚起する規定を策定して

おくべきである。参加医療機関が多くなるほど情報の遺漏は起こりやすくなる、繰り返し注

意喚起する体制（研修会等）を整えることが必要である。 

 

(8) 患者の医療情報活用の同意 

1) 患者個人の医療情報の再利用 

 明文化して再利用の範囲を明確にすべきである。例えば、閲覧のみを許可されている診療

情報は、端末への保存や印刷をしてはならない（施設間で交換・保存・印刷を目的としたデ

ータは除く）。患者本人からの依頼であっても、情報提供元が作成した患者の医療情報につ

いては、そのまま提供せずに、情報提供元の医療機関に直接依頼するよう説明すべきである。 
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2) 調査研究を目的とした利用と包括同意 

 基本的には、地域医療連携システムで得る患者の医療情報を研究等に活用する際には、目

的 1件ごとに懇切丁寧な説明を行い、患者の同意を得るべきである。 

 将来的に別の目的で活用することを想定して包括同意を得る場合には、患者が途中で拒否

する権限を認めると共に、第三者機関による審査を必須とし、利益者だけの判断で利用する

ことは厳に禁ずるべきである。 

 

(9) 災害対応 

 災害時に途切れることなく医療を行うためには、救護所等からできるだけ簡便に、可能な

限りの多くの患者・住民の診療情報にいつでもアクセスできるネットワークが構築されてい

ることが望ましい。 

 しかし、通常時においてはこのような運用を行うべきではなく、患者の診療情報へのアク

セスは、必要性に応じて権限のある者だけに限定しなければならない。 

 そのため、平時用ネットワークを構築した上で、厳重な個人認証下で広範なアクセスを可

能とする「災害時モード」のようなシステムに切り替えられる仕組みについて、非常時の通

信インフラの確保と共に検討、準備しておくことが望ましい。 

 

(10) 運用開始後の検証 

 医療連携ネットワークは構築直後から 100％の有用性を発揮できるものではなく、機能、

参加者・参加医療機関数も徐々に充実していくものと思われる。計画時に定めた目的を達成

できているのか、また達成に近づいているのか、定期的に検証を行い、真に患者や地域住民、

医療関係者の利益に資するものに育てていくことが重要である。 

 

5.1.2. 推奨される地域医療連携モデル 

 今後の日本の標準的モデルとなる方式として、以下の 2モデル（長崎県の「あじさいネッ

ト」、島根県の「まめネット」）を手本として提示する。参考にしていただきたい。 

 

(1)「あじさいネット」（長崎県）http://www.ajisai-net.org/ 

 草の根的に、できる範囲から徐々に積み上げる方式で進化しつつある。 

 当初は利用する医療機関のみの費用負担で構築・運用していたが、現在は行政の補助金も

受けながら規模を拡大している。 

 SS-MIX2に対応して標準化を図り、診断・治療に必要な患者情報の閲覧と交換を行ってい

る。様々な病院のカルテを開業医が閲覧する形の連携で、今後全国に広がると考えられるシ

ステムである。 
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(2)「まめネット」（島根県）http://www.shimane-inet.jp/mamenet/ 

 地域医療再生基金を活用して行政と協力しつつ構築し、多くの医療機関が一斉に参加する

形でスタート（本委員会としては、この方式であれば本来補助金ではなく、国のシステムと

して国が整えるべきものであるとも考える）。 

 日医認証局の電子署名とタイムスタンプにより、医療機関の作成する診療情報提供書、院

外処方箋などの保険請求可能書類の原本保全を目指しており、今後の IT化された医療におけ

る書類作成のあり方を先取りしたシステムとなっている。 

 

 (1)と(2)の両方がそろうことにより、医療 IT化が一段と進むことが期待される。 

 なお、補助的な情報連携として、今後は介護情報の取り扱いについても加える必要がある

と思われる。 

 しかし、介護現場における日常報告、介護に必要な対応情報、すなわち発生した問題の報

告、それに対する応急処置の指示、訴えの報告、介助者への対処方法の指示などは、必ずし

も高度なセキュリティによる保護が必要ではないとの意見もあり、今のところ明確な判断は

得られていない。施設認証や個人のパスワード程度で可とも言われている。 

 

 

5.2. 日本医師会に対する要望 
 各地域において地域医療連携システムの構築が円滑に行われるよう、日本医師会に対して

は以下のような取り組みを要望する。 

 

5.2.1. どの医療施設とも医療情報交換が可能な地域医療連携システムの構築 

 従来見られたように、各地が補助金を使い、独自システム内でしか医療情報交換ができな

いような地域医療連携システムを構築するのでは意味がない。システム業者主導で囲い込み

を行うスタイルでシステム構築が行われることがないようにしなければならない。 

 そのためには、以下のような取り組みが必要である。 

 

① 即時に全国どの地域の患者情報も互いに提供・交換できるよう、医療情報のコードやマ

スターの標準化、情報交換規約の作成に積極的に関与する。 

② 全国的に統一した形で、低コストで構築・運用できる医療連携システムを構築・提供す

る。当然国民の利益にも繋がることから、行政からの財政支援も要求する。 

③ 医療機関ごとに付けられた患者 ID は、地域ごとで紐付けができるようなシステムの構

築を行う。 

④ システムの運用については、都道府県あるいは郡市区医師会と地域の病院が主体になっ

て行うよう指導する。 

 

5.2.2. どの地域とも医療情報交換が可能な地域医療連携システムの構築 

 各都道府県あるいは各地域が独自に医療情報交換システムを構築する場合であっても、全
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国どの地域とも患者情報交換ができるような仕組みにすることを日医は指導すべきである。 

 そのためには、以下のような体制整備が必要である。 

 

① 地域医療連携システム構築のため、地域医師会等の相談に懇切丁寧に応じるセカンドオ

ピニオン的な相談・指導チーム、担当部署を創設し、相談窓口を設置する。 

② システム運用の際の情報保護、個人情報保護等に関する法整備が不十分である現状では、

利用者に対するその啓発活動が非常に重要である。教育・指導・啓発を各地域で繰り返

し行うことができるよう、講師派遣や指導者養成等も同部署で行う。 

 

5.2.3. ORCAの進化 

 「ORCAの標準化対応」、「日レセと連携可能な電子カルテの標準化対応」、「様々な地域医

療連携システムの相互連携（SS-MIX2に対応）」、「ORCAの情報を利用して電子署名可能な

診療情報提供書等を作成するアプリケーションの開発」等、これまで以上に ORCAプロジェ

クトを強力に推進することを要望する。 

 そして、ORCA以外のレセコンを使用している診療所も含めた小規模な医療機関をも巻き

込み、地域医療連携の IT化を強力にサポート、推進させる。 
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6. おわりに【川出 靖彦 委員長】 

 今期の本委員会に託されたのは、ITを活用した地域医療連携の推進についての具体的方策

である。しかし、多くの臨床担当者あるいは医療機関が、地域医療連携とその IT化の意義・

必要性を理解するのみならず、情報提供・交換を実行したいと考えるほどの強いインセンテ

ィブを起こす提案でなければ、過去の失敗を繰り返すことになることは想像に難くない。 

 この医療 IT委員会は、歴史的に設立当初から様々な実地医療の IT化についてその功罪を

考え、利活用の可能性について議論してきたと思う。しかし、あまりにも ITに造詣の深い委

員が集まった委員会の「IT化ありき」、「IT化は当然」といった思考の立ち位置は、理想に燃

えた素晴らしい意見であったにもかかわらず、多くの人達のこころを揺り動かすほどにその

意図とするところは伝わらなかったと言わざるを得ない。理解はされても実行していただく

までの熱意ある賛同は得られることが少なかったと言える。 

 2001年、米国科学アカデミー医学研究所に設置された「米国医療の質委員会」は、医療サ

ービス提供システムに ITが果たす基本的な役割は、「安全性、有効性、患者中心、適時生、

効率性、公平性」に寄与することであるとしている。そして、医療サービスの質に意味ある

改善が達成されるとすれば、ITが中核的な役割を果たすと確信していると述べている。 

 医療の質とは、医療を行う中心にいる医師の質と不可分である。あえて医師の質なのだと

言い換えても、あながち間違いではないかもしれない。 

 一般社会において、インターネットの普及は個人の価値観を変化させ、その価値観の変化

は、医療や医師に対する国民の期待にも変化を起こしてきた。この変化に対して、当然我々

医師も変わらねばならないし、如何に変わらなければならないかを真摯に模索すべきである。

患者と医師が有する医療情報の質の差はなくなりつつある。医師個人の持つ医学知識の量と

質（適時性、最新性と選択肢の多様性など）には限りがあり、それを補うためには IT活用が

不可欠である。また、患者とのコミュニケーションに、患者への情報公開に、それぞれ ITを

活用することは当然の手段になりつつある。さらに患者の健康・疾患情報の正確な把握、（患

者へのみならず医療連携も含めた）情報伝達に ITの利用は欠くべからざる時代となった。 

 以上の時代背景、時代の要請に我々医師が答えるためには、個人の努力にのみ責任を押し

つける時代ではなくなっていること、すなわち個人の努力のみで患者あるいは国民の要求に

応えることができる時代ではなくなったことを、行政も日本医師会も理解し、戦略的行動を

取るべきである。 

 また、勤務医、開業医、医科大学の教員、研究者、専門医などの区別なく、全ての医師に

対して、大局的に医療の質向上のために何をすべきか考え、行動することを求めたい。戦略

的行動が不得手で、四十八茶百鼠といった微細な変化に楽しみ喜びを見いだす日本人の国民

性は、これからの医療費の制限が避けることのできない社会情勢下では、百害あって一利な

しと思うべきである。 

 

 

 



43 
 

 そこで、日医が行政と協力して取り組むべき戦略的行動として、以下の内容を提案したい。 

 

(1) 医療者のコンピュータ操作習熟の促進 

 電子カルテ化は医療者のコンピュータ操作習熟を自然に深めているが、介護関係者等につ

いても習熟が進むよう日医の努力、介入が必要である。 

 

(2) 医療情報リテラシー、コンピュータリテラシーの獲得と環境整備 

① 様々な医療情報を、（主にコンピュータを操作してインターネットを活用することで）目

的に適合するように選択、収集、活用、編集、発信する能力を、学生時代からあるいは

生涯教育にて訓練、獲得させる。 

② そのための基盤として、医療に必要なデータベース（疾患の診断基準、治療ガイドライ

ン、治療エビデンス、薬剤の認可時の申請資料、治験資料等）を日医、行政、学会、文

部科学省が協力して構築する。 

③ 常にリテラシーを活用し、最新の医療を行い、過誤を予防するという診療方法を当然の

基本的方法とする、“診療方法のパラダイムシフト”を起こす啓発活動をする。 

 

(3) 医療連携、医療情報リテラシー活用のインセンティブを引き起こす政策 

 現状の「個人の努力に頼った」、「個人の責任の下で行う」医療活動を根本から変えるため

には、医学生からベテランの医師に至るまで、更に全ての医療関係者に対する医療倫理・技

術の変革（現状の医療パラダイムをシフトする）推進が必要である。日医がリーダーシップ

を取り、各医療従事者団体や行政を巻き込んだムーブメントを起こさなければ、その成就は

不可能であろう。 

 

(4) 法的問題の解決 

 インターネットを利用した医療活動が及び腰になる大きな理由は、法的問題にある。情報

漏洩、改竄も無視できない阻害要因であるし、「個人情報保護、プライバシー保護については

どのような問題が発生するのか」、「どのような問題で訴えられるのか」、「罰せられることが

あるのか」などが不明であるが故に逃げを打つことになるのではないか。 

 また、「医療・医学の不完全性」、「個人差による不確実性」は避けられない問題であるが、

こういった微妙な問題に対する攻撃は、IT化によるオープンな世界で、多数の医療者が関わ

るほど頻繁になることが想像される。死因究明に関する議論などと切り離すことができない

医療連携 IT化の阻害要因であることを理解し、国民の理解を得るように広報活動を活発化し、

行政にも働きかけなければならない。 

 

(5) 医療連携に必要な基本情報の決定と様式の統一 

 医療連携のための基本情報として、最低限かつ共通の互いに納得できる情報を決め、安価

に可能となるように統一様式を決めるべきではないか。日医や行政は、功名や企業利益を優

先するような行動を非難し、改めさせる姿勢を揺れることなく取るべきである。 
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 ここに挙げた 5点は相互に関係しており、切り離すことはできない問題である。日医には、

法曹界や行政等と密に検討を重ね、ITを活用した最新の患者に優しい医療を実施するための

総合的戦略を立てていただくことを強く要望するものである。 
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