
 

 

第１回 医療等分野情報連携基盤検討会 

議  事  次  第 
 

                              平成30 年３月29 日（木） 
１7：００～１9：００ 

            スタンダード会議室虎ノ門ヒルズFRONT 
３階大ホール 

１．開 会 

２．議  事 

(１) 座長の選出について 

(２) 検討会の進め方について 

(３) 医療等分野情報連携基盤に関する経緯と現状及び今後の検討事項 

３．閉 会 
 

 

【資 料】 

（資料１）医療等分野情報連携基盤検討会開催要綱 

（資料２）ワーキンググループの設置について（案） 

（資料３）検討会のスケジュールについて（案） 

（資料４）医療等分野情報連携基盤に関する経緯と現状及び今後の検討事項 

 

（参考資料１）未来投資戦略２０１７（平成29 年6 月9 日閣議決定）（抜粋） 

（参考資料２）新しい経済政策パッケージ（平成29 年12 月8 日閣議決定）（抜粋） 

（参考資料３）医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書 

（参考資料４）平成29 年11 月8 日社会保障審議会医療保険部会資料（一部改変） 

資料２ 第１回医療等分野情報連携基盤検討会（抜粋） 
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平成 30 年３月 

 

医療等分野情報連携基盤検討会開催要綱 

 

 

１．開催の趣旨 

質の高い医療等サービスの提供や、国民自らの健康管理等のための情報の利活用等の

観点から、医療等分野における情報化の推進が重要である。 

そのためには、医療等分野における情報連携の基盤となる識別子（ＩＤ）やネットワ

ーク等が全国的な基盤として提供され、医療の質の向上と効率化のために有効に活用さ

れること、及びこれらの基盤の安全性が十分に確保されたものとすることが必要である。 

これらの基盤やシステムの安全性の確保の在り方等について検討を行うため、医療等

分野情報連携基盤検討会（以下「検討会」という。）を開催する。 

また、これまで「医療情報ネットワーク基盤検討会」等において検討してきた医療分

野における電子化された情報の管理の在り方等についても、今般の新たな検討事項と密

接な関係にあることから、検討会において一体的に検討を行うこととする。 

 

 

２．検討事項 

（１）医療等分野における情報連携基盤の在り方に関する事項 

（２）医療機関等における情報システムの安全性の確保に関する事項 

（３）その他医療等分野における情報連携基盤に関する事項 

 

 

３．構成員 

 （１）検討会の構成員は、別紙のとおりとする。 

 （２）検討会の構成員の任期は２年間とし、再任を妨げない。 

 （３）検討会に座長を置き、座長は検討会の構成員の中から選出することとし、座長代

理は、座長が指名することができる。 

（４）座長は、必要に応じて、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。 

 

 

４．運営 

 （１）医務技監が検討会を開催する。 

 （２）検討会は原則公開とする。 

（３）検討会の下にワーキンググループを置くことができる。 

（４）検討会の庶務は関係部局の協力を得て、医政局研究開発振興課及び政策統括官付

情報化担当参事官室が連携して行う。 

（５）その他、検討会の運営に必要な事項は、検討会で定める。 

資料１ 
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別 紙 

 

 

医療等分野情報連携基盤検討会構成員 

 

   秋山 祐治      川崎医療福祉大学 副学長 

  石川 広己   日本医師会 常任理事 

  大道 道大   日本病院会 副会長 

大山 永昭   東京工業大学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究 

          センター 教授 

  金子 郁容   慶應義塾大学 SFC 研究所 主席所員 

  熊谷 雅美   日本看護協会 常任理事 

   近藤 則子      老テク研究会 事務局長 

  齋藤 俊哉   国民健康保険中央会 理事 

   澤  智博      帝京大学医療情報システム研究センター 教授 

  宍戸 常寿   東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

  下邨 雅一    保健医療福祉情報システム工業会 運営会議議長 

杉山 茂夫   日本歯科医師会 常務理事 

田尻 泰典   日本薬剤師会 副会長 

知野 恵子      読売新聞東京本社 編集委員 

  樋口 範雄   武蔵野大学法学部 特任教授 

  三好 昌武   社会保険診療報酬支払基金 専務理事 

   森田  朗      津田塾大学総合政策学部 教授 

  山本 隆一    医療情報システム開発センター 理事長 

     

 （五十音順：敬称略） 
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ワーキンググループの設置について（案） 
 
 
○「医療等分野情報連携基盤検討会」は、既存の「医療情報ネットワーク基盤

検討会」を発展的改組し、医療等分野の識別子（ＩＤ）、全国保健医療情報ネ

ットワークについて検討するほか、「医療情報ネットワーク基盤検討会」で検

討してきた事項を検討することとしている。 
 
 
○これらの検討事項について、技術的な観点を含め詳細に検討するため、当面

以下の２つのワーキンググループを設置する。 
名称 検討事項 

医療等分野情報連携基盤技術 
ワーキンググループ 

医療等分野の識別子（ＩＤ）、全国保健

医療情報ネットワーク等の医療等分野

における情報連携基盤の在り方に関す

る事項 
医療等分野ネットワーク安全管理 
ワーキンググループ 

医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン等の医療機関等における

情報システムの安全性の確保に関する

事項 
 
 
○ワーキンググループは、議事は非公開、議事要旨、資料は公開とする（一部

資料は非公開とすることができる。）。 
 
 
○ワーキンググループの検討過程及び検討結果について随時検討会において報

告・議論を行うこととする。 
 
 
○ワーキンググループメンバーは座長一任とする。 
 
 
○ワーキンググループの運営については、ワーキンググループ座長が決定する

こととする。 

資料２ 
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検討会のスケジュールについて（案） 

 
 

【検討会】 

○３月２９日（木） 第１回開催 

○必要に応じて開催（夏までに２回程度を想定） 

 
 

【ワーキンググループ】 

○医療等分野情報連携基盤技術ワーキンググループを概ね月１回

開催 

 
 
 

※夏目途に医療等分野の識別子（ＩＤ）について整理するとともに、

全国保健医療情報ネットワークについて工程表を示す 

 

※夏以降は随時検討会、ワーキンググループを開催 

資料３ 
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医療等分野情報連携基盤に関する
経緯と現状及び今後の検討事項

資料４

6



データヘルス改革における医療等分野
情報連携基盤に関する検討の経緯
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医務技監 【副本部長 兼 事務局長】

データヘルス・
審査支払機関改革
アドバイザリー
グループ

データヘルス改革推進本部の体制

① 保健医療記録共有
② 救急時医療情報共有
③ ＰＨＲ・健康スコアリング
④ データヘルス分析
⑤ 乳幼児期・学童期の健康情報
⑥ 科学的介護データ提供
⑦ がんゲノム
⑧ 人工知能（ＡＩ）
⑨ 審査支払機関改革

【本部員】

本部体制

事務局体制

厚生労働事務次官 【本部長代行】

医政局長

健康局長

医薬・生活衛生局長

労働基準局安全衛生部長

子ども家庭局長

社会・援護局長

社会・援護局障害保健福祉部長

老健局長

保険局長

政策統括官（総合政策担当）

政策統括官（統計・情報政策担当）

サイバーセキュリティ・情報化審議官

赤塚俊昭 （元デンソー健康保険組合常務理事）
小野崎 耕平 （特定非営利活動法人日本医療政策機構理事）

◎葛西 重雄 （独立行政法人情報処理推進機構ＣＩＯ補佐官、
株式会社トリエス代表取締役）

川上 浩司 （京都大学大学院医学研究科教授）
高倉 弘喜 （国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授）
田宮 菜奈子 （筑波大学医学医療系教授）
松尾 豊 （東京大学大学院工学系研究科特任准教授）
宮田 裕章 （慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教授）
宮野 悟 （東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長）

プロジェクトチーム
（担当審議官＋関係課室長）

審議官（危機管理、科学技術・イノベーション、

国際調整、がん対策担当）

審議官（医政、精神保健医療、

災害対策担当）

審議官（健康、生活衛生、

アルコール健康障害対策担当）

審議官（医薬担当）

内閣官房内閣審議官（子ども家庭局併任）

審議官（福祉連携、社会、障害保健福祉、

児童福祉担当）

審議官（老健担当）

審議官（医療保険担当）

幹事会
（各プロジェクトチームのリーダーで構成）

審議官（医療介護連携担当）
【事務局長代行】

医務技監【副本部長兼事務局長】

厚生労働大臣【本部長】
改革の実施
に向けた
助言・指導厚生労働省顧問【本部顧問】

松本純夫独立行政法人国立病院機構
東京医療センター名誉院長

8



データヘルス改革の取組について

○2020年度に向けて8つのサービスの提供を目指して、その具体化を進める。
○平成30年度予算（データヘルス改革関連） 平成29年度予算の約５倍の85.4億円を確保（平成29年度 17.1億円）

▶データヘルス改革で提供を目指すサービス

最先端技術の導入

○がんゲノム（図１）
・ゲノム情報や臨床情報を収集・分析

することで、革新的医薬品などの
開発を推進

・平成29年度中にがんゲノム医療中
核拠点病院を指定するとともに、
平成30年度はがんゲノム情報管理
センターの稼働を目指す

○ＡＩ
・重点６領域（ゲノム医療、画像診断

支援、診療・治療支援、医薬品開
発、介護・認知症、手術支援）を
中心に必要な研究事業等を実施

○保健医療記録共有
・全国的なネットワークを整備し、初診時等に、

医療関係者が患者の過去の健診・診療・処方情
報等を共有できるサービスを提供

○健康スコアリング
・健保組合等の加入者の健康状態や予防・健康増

進等への取組状況をスコアリングし、経営者に
通知

○データヘルス分析関連サービス（図２）
・各種データベースで保有する健康・医療・介護の

情報を連結し、分析可能な環境を提供。介護予防
等の予防施策や、医療・介護の提供体制の研究等
に活用

○乳幼児期・学童期の健康情報
・健診・予防接種等の健康情報の一元的な閲覧、関

係機関間での適切な健診情報の引き継ぎ、ビッグ
データとしての活用を実現

個人、医療・介護等の現場でのデータの活用

○科学的介護データ提供（図３）
・科学的分析に必要なデータを新たに収集する

データベースを構築・分析し、科学的に自立支
援等の効果が裏付けられたサービスを国民に提
示

大学等 企業等

「がんゲノム医療
中核拠点病院」

（医療機関より指定）

「がんゲノム
情報管理センター」

（図１）がんゲノム （図２）データヘルス分析関連サービス

○救急時医療情報共有
・医療的ケア児（者）等の救急時や予想外の災害、

事故に遭遇した際に、医療関係者が、迅速に必要
な患者情報を共有できるサービスを提供

（図３）科学的介護データ提供

介入、状態等データ

リハビリデータ

要介護認定等情報

歩
行
訓
練

サービス
提供前の状態
サービス
提供前の状態

提供された
サービス
提供された
サービス

サービス
提供後の状態

サービス
提供後の状態

脳卒中に伴う
左脚の麻痺により
3メートルしか自力で
歩行できない

杖を用いれば
自力歩行が
20メートル可能

どのようなサービスが有効か
科学的に分析、提示

屋内で自由に
歩行が可能に

（分析のイメージ）
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医療等分野の情報連携基盤に関する閣議決定

「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定）

・個人・患者本位で、最適な健康管理・診療・ケアを提供するための基盤とし
て、「全国保健医療情報ネットワーク」を整備する。同ネットワークは、
患者基本情報や健診情報等を医療機関の初診時等に本人の同意の下で共有
できる「保健医療記録共有サービス」と、更に基礎的な患者情報を救急時に
活用できる「救急時医療情報共有サービス」等で構成し、（中略）
2020年度からの本格稼働に向け、本年度中に実証事業を開始しつつ、具体的
なシステム構成等について検討し、来年度以降、詳細な設計に着手する。

・医療等ID制度の導入について、来年度からの段階運用開始、2020年からの
本格運用を目指して、本年度から着実にシステム開発を実行する。

「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）

・最適な健康管理・診療・ケアを提供するための「全国保健医療情報ネット
ワーク」について、連携すべき情報の種類や情報管理等の課題の検討を行い
つつ、今年度の実証事業も踏まえ、来年夏を目途に工程表を示す。

・医療等分野における情報連携の識別子(ID)の在り方について引き続き検討
し、来年夏を目途に結論を得る。 10



改正個人情報保護法の施行
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個人情報保護法の改正の概要

１．個人情報保護委員会の新設
個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。

２．個人情報の定義の明確化
①利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化（個人識別符号）。
②要配慮個人情報（本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報）の取得について
は、原則として本人同意を得ることを義務化。

３．個人情報の有用性を確保（利活用）するための整備
匿名加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報）の利活用の規定を新設。

４．グローバル化への対応
①域外適用に関する規定の新設
②外国執行当局への情報提供に関する規定の新設
③外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の新設

５．いわゆる名簿屋対策
①個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化。（第三者から個人データの提供を受ける際、提供者の氏名、個人データの
取得経緯を確認した上、その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、第三者に個人データを提供した際も、提供年月
日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付ける。）

②個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で第三者に提供し、又は盗用する行為を「個人情報データベース提供罪」として処罰の
対象とする。

６．その他
①取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。
②オプトアウト（※）規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を委員会に届け出ることを義務化し、委員会はその内容を公表。
（※本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する場合、本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供することができる。）

○平成27年９月 改正個人情報保護法が成立（施行は平成29年５月30日）
●改正のポイント●
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医療分野の研究開発に資するための
匿名加工医療情報に関する法律

（次世代医療基盤法）
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公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の概要
（次世代医療基盤法）

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報及び匿名加工医

療情報等の取扱いに関する規制等を定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社

会の形成に資することを目的とする。

法律の目的

施行期日

１．基本方針の策定
政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の推進を図るための基本方針を定める。

２．認定匿名加工医療情報作成事業者（以下「認定事業者」という。）
主務大臣は、申請に基づき、匿名加工医療情報作成事業の適正かつ確実な実施に関する基準に適合する者を認定する。
①認定事業者の責務
・医療情報の取扱いを認定事業の目的の達成に必要な範囲に制限する。
・医療情報等の漏えい等の防止のための安全管理措置を講じる。
・従業者に守秘義務（罰則付き）を課す。
・医療情報等の取扱いの委託は、主務大臣の認定を受けた者に対してのみ可能とする。
②認定事業者の監督
・主務大臣は、認定事業者に対して必要な報告徴収、是正命令、認定の取消し等を行うことができる。

３．認定事業者に対する医療情報の提供

医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供することができる。（医
療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意）

４．その他
主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする（認定事業者の認定等については、個人情報保
護委員会に協議する）。

※生存する個人に関する情報に加え、死亡した個人に関する情報も保護の対象とする。

法律の内容

14



次世代医療基盤法の全体像（匿名加工医療情報の円滑かつ公正な利活用の仕組みの整備）

個人の権利利益の保護に配慮しつつ、匿名加工された医療情報を安心して円滑に利活用することが可能な仕組みを整備。
①高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療情報の管理や利活用のための匿名化を
適正かつ確実に行うことができる者を認定する仕組み（＝認定匿名加工医療情報作成事業者）を設ける。
②医療機関等は、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供できることとする。
認定事業者は、収集情報を匿名加工し、医療分野の研究開発の用に供する。

【次世代医療基盤法のイメージ図】

受診

情報利用者
（例）

研究機関
（大学等）製薬会社

本人は提供
拒否可能
×

行政

高い情報セキュリティ等を認定で担保

※次世代医療基盤法で可能となる機能

医療機関等A

医療機関等B

医療機関等C

医療機関等D

：

利活用成果
（例）

質や費用対
効果の分析

未知の副作用
の発見

新薬の
開発

国民や医療機関等への
価値のフィードバック

患者・国民Ｚ
患者・国民Ｙ

患者・国民Ｘ

：

匿名加工情報
：個人を識別できないよう

に加工した情報

個人情報

氏名 山田太郎
住所 東京都

：

氏名 _ _ _ _
住所 _ _ _

：

認定事業者B認定事業者A 匿名化

15



次世代医療基盤法によって実現できること（例）

自らが受けた治療や保健指導の内容や結果を、データとして研究・分析のために提供し、その成果が自らを含む患者・国民全体のメリッ
トとして還元されることへの患者・国民の期待にも応え、ＩＣＴの技術革新を利用した治療の効果や効率性等に関する大規模な研究を通じ
て、患者に最適な医療の提供を実現する。

例２）異なる医療機関や領域の情報を統合した治療成績の評価
・糖尿病と歯周病のように、別々の診療科の関連が明らかになり、糖尿病
患者に対する歯周病治療が行われることで、健康状態が向上する可能性

歯周病・歯科

糖尿病・内科

それぞれの医療機関で匿名化されることにより、
糖尿病と歯周病が別々に分析

認定機関に集約され、名寄せされた上で匿名化
されるため、糖尿病と歯周病を関連づけて分析
可能に

糖尿病のみの治療から、歯周病治療という
他科連携診療による治療成績向上の可能性

医
療
機
関
を
跨
ぐ
分
析

例１）最適医療の提供
・大量の実診療データにより治療選択肢の評価等に関する大規模な
研究の実施が可能になる。

＜例：狭心症治療＞

内
科
治
療

β遮断薬
Ca拮抗薬
硝酸薬

手
術
治
療

バイパス手術
バルーン治療
ステント治療

素材（金属、ポリマー、
コーティング有無）
サイズ

抗
凝
固
治
療

種類×量×期間

アスピリン
クロピドグレル
ワルファリン

種類×量×期間

種類×入院期間 一般的な成績はわかっているけど、
この患者さんにはどの治療法が良
い？

医師は限られたデータと時間の中
で、常に治療選択判断を迫られて
いる

患者背景

年齢
×
性別
×
病状

（血流、病変状態等）

×
合併症

（高脂血症、糖尿病等）

×
合併症治療薬

■ 治療効果や評価等に関する大規模な研究の実現

医療ビック
データ（画像）

機械学習

臨床ニーズ

例３）最先端の診療支援ソフトの開発
・人工知能（AI）も活用して画像データを分析し、医師の診断から治療までを包括
的に支援

薬剤B投与

■医薬品市販後調査等の高度化、効率化

＜医薬品等の安全対策の向上＞
・副作用の発生頻度の把握や比較が可能になり、医薬品等の使用におけ
る更なる安全性の向上が可能に

副作用

患者全体

薬剤A投与

副作用
副作用 薬剤非投与

有害事象

医療機関・製薬会社からの副作用の報告件数

現在把握できていない薬剤非投与での同様の有害事象

現在把握できていないそれぞれの母集団

現在把握できていない副作用件数

16



全国保健医療情報ネットワーク
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かかりつけ医

薬局

病院

状態にあった質の高い
医療・介護サービスを
効率的に受けられる

自分の健康情報を
活用して健康増進

病院の検査結果を
診療に活用。紹介・
逆紹介により、患者
を継続的に診察

診療所等での過去の診療
情報を活かして救急医療
等に対応

状態の変化を
タイムリーに把握
可能。生活状況
が分かることで、
投 薬 や 処 置 の
効果を把握しや
すくなる

○ 患者の同意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報（患者の基本情報、
処方データ、検査データ、画像データ等）を電子的に共有・閲覧できる仕組み。
○ 高度急性期医療、急性期医療、回復期医療、慢性期医療、在宅医療・介護の連携体制を構築。
○ 地域の医療機関等の間で、患者の医療情報をＩＣＴを活用して共有するネットワークを構築する
ことにより、医療サービスの質の向上や効率的な医療の提供が期待される。

訪問看護

医療情報連携ネットワークで利用される
診療情報閲覧の画面例

医療情報連携ネットワークの将来イメージ

病院

医療情報連携ネットワーク

処方データ

検査データ

患者基本情報

異なる医療機関において、効率的に患者
の診療情報を閲覧・参照できる。

医師の記載（詳細）

医師の記載

地域医療情報連携ネットワークとは

18



ネットワークインフラとポータル機能を共有し、多様な連携システムとの接続を実現

電子カルテ・オーダリングシステムを持つ病院 地域の病院

診療所

医療・介護関係機関

診療情報（電子カルテ）開示

<富士通>
電子カルテ
ＰＡＣＳ

<ＮＥＣ>
電子カルテ
ＰＡＣＳ

<その他>
電子カルテ
ＰＡＣＳ

連携ｻｰﾊﾞ 連携ｻｰﾊﾞ 連携ｻｰﾊﾞ

PC

PC

PC

PC
PC

PC

PC

タブレット

情報開示

レセコン

レセコン

カルテ参照
結果参照

（画像・検査等）

カルテ参照
結果参照

（画像・検査等）

ポータルサーバ

マルチテナント型
連携サーバ

多職種による
連携シートの共有
（手入力） •電子カルテ・オーダリングシス

テムを持たない医療機関でも標
準的なインタフェースでレセコ
ンから安価に情報開示できる仕
組みを構築（平成28年度）

保険薬局

病名・処方等に
限定して参照

標準的なインタフェース

データ受信

患者管理
（名寄せ）

開示制御
（同意管理）

調剤レセコン
薬局システム等

診
療
情
報
閲
覧HumanBridge,ID-Link

多職種連携

ケアキャビネット（県事業）
シェアメド

•県事業として多
職種連携ツール
の開発と普及を
実施（晴れやか
ネットとはネッ
トワークインフ
ラ部分のみ共
有）

－ ネットワークの構成 － マルチベンダ方式 －

地域医療情報連携ネットワークの例（岡山県 晴れやかネット）

（医療ネットワーク岡山協議会資料）19



地域医療情報連携ネットワークの例（島根県 まめネット）

処方データ

検査データ

患者基本情報

医師の記載（詳細）

医師の記載

共有されるカルテデータ（例）

連携カルテ 複数の医療機関で診療情報を共有する仕組み

質の高い医療の提供質の高い医療の提供 安心・安全な医療の提供安心・安全な医療の提供

・患者の同意を得て診療情報を共有し、
地域の医療機関が一体となって患者を
サポートするため、安心して紹介先病
院等で受診できる。

・他院で行った検査結果や投薬の情報が
わかるので効率的な診療につながる。

・他院で申告したアレルギーや病歴・
処方歴などが共有でき、安全に治療
を受けることができる。

・救急搬送された時にも治療に必要な
情報がわかるので安心。

～ 患者のメリット ～

（しまね医療情報ネットワーク協会資料を基に作成） 20



大分大分

大阪大阪

沖縄沖縄

三重三重

青森青森

秋田秋田

山形山形

山梨山梨

富山富山
石川石川

熊本熊本

北海道北海道

山口山口

千葉千葉

栃木栃木群馬群馬福井福井

奈良奈良

和歌山和歌山

岡山岡山

鹿児島鹿児島

佐賀佐賀

長崎長崎

岩手岩手

福
岡
福
岡

宮城宮城

埼玉埼玉

愛知愛知

福島福島

茨城茨城

新潟新潟

長野長野岐阜岐阜

滋賀滋賀

京都京都
兵庫兵庫

鳥取鳥取

広島広島

香川香川

徳島徳島愛媛愛媛
高知高知

宮崎宮崎

島根島根

MMWIN（みんなのみやぎネット）
（一般社団法人 みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会）

●

静岡静岡
神奈川神奈川

東京東京

晴れやかネット
（一般社団法人 医療
ネットワーク岡山協議会）

おきなわ津梁ネットワーク
（一般社団法人 沖縄県医師会）

４つの二次医療圏ごとの
ネットワーク

（べにはなネット、もがみネット、
OKI-net、ちょうかいネット）

キビタン健康ネット

（一般社団法人 福島県医療 福
祉情報ネットワーク協議会）

とちまるネット
（とちまるネット協議会）

ふじのくにねっと

（ふじのくにバーチャル・
メガ・ホスピタル協議会）

信州メディカルネット
（ＮＰＯ法人 信州
メディカルネット協議会）

いしかわ診療情報共有ネットワーク

（いしかわ診療情報共有ネットワーク協
議会）

ふくいメディカルネット

（ふくい医療情報連携 シ
ステム運営協議会）

びわ湖メディカルネット
（ＮＰＯ法人 滋賀県

医療情報連携ネットワー
ク協議会）

ＨＭネット
（一般社団法人
広島県医師会）

あじさいネット
（ＮＰＯ法人

長崎地域医療
連携ネットワー
クシステム協議
会）

とびうめネット

（公益社団法人
福岡県医師会）

Ｋ－ＭＩＸ＋
（一般社団法人 香川県医師会）

三重医療安心ネットワーク
（三重県地域医療連携連絡協議会）

まめネット
（ＮＰＯ法人しまね医療
情報ネットワーク協会）

ピカピカリンク

（佐賀県診療 情
報地域連携 シス
テム協議会）

愛媛県医師会地域医療連携ネットワーク
（一般社団法人 愛媛県医師会）

おしどりネット

（鳥取県地域医療連携ネットワーク
システム運営協議会）

きのくに医療連携システム（青洲リンク）
（和歌山県立医科大学付属病院）

いばらき安心ネット
（一般社団法人
茨城県医師会

あきたハートフルネット
（一般社団法人 秋田県医師会

くまもと
メディカル
ネット
（熊本県
地域医療等
情報ネット
ワーク連絡
協議会）

鹿児島鹿児島

全県単位の医療情報連携ネットワーク

ぎふ清流ネット
（一般社団法人
岐阜県医師会）

あおもりメディカルネット
（あおもりメディカルネット運営協議会）

全県単位の医療情報連携ネットワークが２６県で運用中。

その他、２次医療圏単位や市町村単位のネットワークもある。

2017年10月 厚生労働省調べ
（都道府県担当課宛調査）
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第１ 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項
二 医療及び介護の総合的な確保に関する基本的な考え方
１ 基本的な方向性
（５）情報通信技術（ICT）の活用

質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築のためには、医療・介護サービス利用者も含めた関係者間で
の適時適切な情報共有が不可欠であり、情報通信技術（ICT）の活用は情報共有に有効な手段である。一方で、情報通信
技術（ICT）の活用方法は多様化するとともに、互換性が必ずしも十分に確保されていないという課題もある。そのため、
医療及び介護に係る情報の特性を踏まえた個人情報保護に十分に配慮しながら、標準的な規格に基づいた相互運用性の
確保や将来の拡張性を考慮しコスト低減に努める等、情報通信技術（ICT）の活用を持続可能なものとして進めていくこ
とが重要である。また、情報通信技術（ICT）を活用した医療･介護ニーズの把握やこれに基づく取組から得られるデー
タを踏まえた施策の立案も重要である。

地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（抄）

ひろしま医療情報ネットワーク整備事業（広島県）

地域医療構想に基づいた病床機能の分化・連携を進めるため、ひろしま医療情報ネットワーク（HMネット）の更なる周知・参加募集を行うととも
に参加に必要な初期整備を行い、参加施設数を増加させることでHMネットの更なる活用を図る。

しまね医療情報ネットワーク事業（島根県）

地域包括ケアシステム構築のための多職種連携等を進めるため、しまね医療情報ネットワーク（まめネット）における情報提供病院の拡大を行
うとともに、連携アプリケーションの改修を行うことで、まめネットの更なる整備・活用を図る。

地域医療介護総合確保基金での具体例（平成29年度）

医療情報ICT化推進事業（滋賀県）

地域医療構想の達成に向けて更なる医療介護連携を進めるため、情報提供病院の診療情報を診療所等が閲覧するためのシステム「びわ湖
メディカルネット」と、在宅療養患者の情報を多職種で共有するためのシステム「淡海あさがおネット」の統合を行う。

医療と介護を総合的に確保するためのICTの基盤整備
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保健医療記録共有サービス、救急時医療情報共有サービス

・個人の健診・診療に関する情報が、医療機関等に
分散して管理されており共有ができず、個人の病状
や投薬歴等の診療に必要な基本的な情報をその都度
把握し直さなければならない。

課題

・全国的な保健医療ネットワークを整備し、
○患者同意を前提として、初診時等に、医療関係者が
患者の過去の健診・診療・処方情報等を共有できる
サービス

○医療的ケア児（者）等の救急時や予想外の災害、事故
に遭遇した際に、医療関係者が、迅速に必要な患者情
報を共有できるサービス

の提供を目指す。

データヘルス改革で
実現を目指すサービス

2017年度
（平成29年度）

2018年度
（平成30年度）

2019年度
（平成31年度）

2020年度
（平成32年度）

実証事業等を開始
検討会での議論

夏目途に工程表の提示
（医療的ケア児等については、全国規
模のサービス実施体制を整備）

本格稼働に向けての準備 本格稼働

スケジュール

平成30年度予算 ６．５億円
・全国保健医療情報ネットワークのセキュリティ対策に係る調査、実証、要件定義やガイドライン策定等
・保健医療記録共有サービスの本格稼働に向けた課題の検討や実証
・医療的ケア児等の医療情報を共有するための全国規模のサービス実施体制の整備

診療所
・・・

病院 薬局

患者基本情報や
健診情報を想定。
初診時等に活用。

さらに基礎的な
患者情報を想定。
救急時に活用。

マルチベンダー対応のネットワークで患者情報
を共有し、最適な健康管理・診療・ケアを提供

国民・患者

救急時医療情報
共有サービス

保健医療記録
共有サービス

処方情報

診療情報

健診情報

救急医療機関等
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保健医療記録として共有するデータ項目のイメージ（案）

通常診療時の情報（現状） 保健医療記録（案） 救急時に共有する医療情報（案）

基

本

情

報

（

変

更

時

に

更

新

）

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

  審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

  区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・医療機関・薬局情報

  カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年月、

  保険医氏名、麻薬免許番号

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

  審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

  区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・医療機関・薬局情報

  カルテ番号、調剤録番号、診療・調剤年月、

  保険医氏名、麻薬免許番号

・氏名、性別、生年月日

・保険情報

  審査支払機関情報、保険者情報、被保険者情報

・公費に関する情報

  区分・公費・負担割合・課税所得区分など

・受診医療機関・薬局情報（年月別）

・最終受診医療機関・薬局情報（場合により複数）

  カルテ番号、調剤録番号

レ

ポ

ー

ト

等

・ＤＰＣデータ

・検査結果（血算・生化・生理 など）

・画像、画像診断レポート

・病理レポート

・看護サマリ

・退院時サマリ

・診療情報提供書

・健診情報

・ＤＰＣデータ

・退院時サマリ

・診療情報提供書

・特定健診情報

診

療

行

為

関

連

情

報

（

診

療

の

都

度

発

生

）

・診療行為に対応する傷病名情報

・診療行為の内容に関する情報

  診療実施年月日、診療内容、検査、処置、

  処方、手術、麻酔、輸血、移植など情報、

  入退院（入院日、退院日）、食事、

  使用された特定機材、リハビリ情報

・DPC病院入院関連情報

  入院情報（病棟移動、予定・緊急入院）、

  前回退院年月、入院時年齢、出生時体重、

  JCS（意識障害）、Burn Index、重症度

・症状に関する情報

・診療行為に対応する傷病名情報

・診療行為の内容に関する情報

  診療実施年月日、診療内容、検査、処置、

  処方、手術、麻酔、輸血、移植など情報、

  入退院（入院日、退院日）、食事、

  使用された特定機材、リハビリ情報

・DPC病院入院関連情報

  入院情報（病棟移動、予定・緊急入院）、

  前回退院年月、入院時年齢、出生時体重、

  JCS（意識障害）、Burn Index、重症度

・症状に関する情報

・病歴情報

  主傷病名と受診医療機関リスト（受診年月）

・手術関連情報、麻酔歴、輸血歴

・検査関連情報

・薬剤情報

  服薬中薬剤情報（必要なら過去の利用履歴）

・材料関連情報・特定材料使用歴

・処方せん内容

・症状に関する情報

  関連する疾患、材料に対応

※ データの収集元や保管方法を含め、精査中
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全国保健医療情報ネットワークの主な検討課題

地域医療情報連携ネットワークの運営状況やこれまでの関連の実証事業の成果等を踏まえ、
全国保健医療情報ネットワークの構築に関し、費用負担に見合った便益を得られるサービス
やネットワークをどのように構築していくかが課題。

サービスやネットワークの検討

・ネットワークで提供されるサービス内容の検討
（共有するデータ項目の精査、標準規格の実装等）

・既存の地域医療情報連携ネットワークの仕様の標準化
・個人情報保護措置やセキュリティが確保されるシステムの検討

（保健医療従事者の資格確認方法や、地域医療情報連携ネットワーク・医療機関等の接続認証要件を含む）

管理・運営主体

・全国ネットワークの管理・運営主体の在り方
・地域医療情報連携ネットワークの運営主体との関係

コスト

・全国ネットワーク整備の初期・更新コストと運営コスト及びその負担者の決定
・地域医療情報連携ネットワークの更新コスト・運営コストとの関係
・初期コスト・運営コスト等の低コスト化・平準化

運用ルール

・医療機関、薬局等のネットワークへの参加の促進
・患者の同意取得や本人確認の在り方
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医療等分野における識別子（ID）
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医療等分野における識別子（ID）に関する主な経緯

（マイナンバー制度のインフラを活用した医療等分野における番号制度の導入）
公的個人認証や個人番号カード等のマイナンバー制度のインフラを活用して、医療等分野における番号制度を導入することとし、（中略）
具体的にはまず、2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、医療機関の窓口において個人番号カードを健康保険証とし
て利用することを可能とし、医療等分野の情報連携の共通基盤を構築する。また、地域の医療情報連携や研究開発の促進、医療の質の向上に向け、医療
等分野における番号の具体的制度設計や、固有の番号が付された個人情報取扱いルールについて検討を行い、本年末までに一定の結論を得て、2018年
度からオンライン資格確認の基盤も活用して医療等分野における番号の段階的運用を開始し、2020年までに本格運用を目指す。

○ 医療等分野の情報連携に用いる「地域医療連携用ID（仮称）」は、オンライン資格確認と一体的に管理・運営するのが効率的であるなど、支払基
金・国保中央会が発行機関となることに合理性がある。「地域医療連携用ID（仮称）」は、患者本人を厳格に確認した上で利用する観点から、個人番
号カードによる資格確認したときに、保険医療機関等に発行する仕組みが考えられる。

○ 医療等分野の情報連携に用いる識別子（ID)は、不正な利用のおそれがある場合に番号や符号を変更することや、地域医療連携や研究目的など目的に
応じて異なる識別子（ID)を用いる場合でも、その発行のシステム上、同じ識別子（ID)を複数の者が持つことのないようにする必要がある。

○ 医療等分野の識別子（ID)については、セキュリティの観点から、書面への書き取りや人を介在した漏洩を防止するため、電磁的な符号（見えない番
号）を用いる仕組みが適当である。

医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書（平成27年12月）

医療保険の被保険者番号について、従来の世帯単位を個人単位化し、マイナンバー制度のインフラを活用して、転職・退職等で加入する保険者が変わっ
ても個人単位で資格情報等のデータを一元的に管理する仕組みについて検討し、オンライン資格確認の 2020 年からの本格運用を目指す。また、こうし
た基盤の活用も含めて、医療等分野における情報連携の識別子 （ＩＤ）の在り方について引き続き検討し、来年夏を目途に結論を得る。

①医療等分野におけるIDの導入等
医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書（昨年12月10日同研究会取りまとめ）を踏まえ、医療保険のオンライン資格確認及び

医療等ID制度の導入について、2018年度からの段階的運用開始、2020年からの本格運用を目指して、本年度中に具体的なシステムの仕組み・実務等
について検討し、来年度から着実にシステム開発を実行する。その際、公的個人認証やマイナンバーカードなどオンライン資格確認のインフラを活用
し、国民にとって安全で利便性が感じられる形で導入が進むような設計とした上で、開発を進めるとともに、公費負担医療の適正な運用の確保の観点
からも、速やかに検討を行い、できる限り早期に必要な措置を講じる。
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日本再興戦略改訂2015（平成27年6月15日閣議決定）

日本再興戦略改訂2016（平成28年6月2日閣議決定）

新たな政策パッケージ（平成29年12月8日閣議決定）

医療等ID制度の導入について、来年度からの段階運用開始、2020年からの本格運用を目指して、本年度から着実にシステム開発を実行する。

未来投資戦略2017（平成29年6月9日閣議決定）

オンライン資格確認の仕組みと被保険者番号の個人単位化を社会保障審議会医療保険部会に報告。（平成29年11月8日）



医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書（概要）

○ 医療等分野の個人情報は、患者と医療・介護従事者が信頼関係に基づき共有しており、病歴や服薬の履歴、健診の結果など、第三者には知
られたくない情報がある。個人情報の取得・利用に当たっては、本人の同意を得るとともに、患者個人の特定や目的外で使用されることのな
いよう、必要な個人情報保護の措置を講じる必要がある。

○ 一方、医療等分野の個人情報の適切な活用は、患者へのより安全で質の高い医療・介護の提供に不可欠である。日常の健康管理や災害時の
対応などでも、国民自らが診療・服薬の履歴を把握するニーズも大きい。医療の高度化には医学研究の発展が不可欠だが、個人の医療データ
の蓄積を活用することで、医学研究の発展や医療の高度化など社会全体の利益にもつながる。

１．医療等分野の個人情報の特性、情報連携の意義

○ 正しい被保険者資格の提示を確保し、資格確認を確実に行うことは、資格喪失等によるレセプトの返戻事務をなくすとともに、適切な診療
報酬の支払いにより医療サービスの基盤を維持し、公的保険制度の公正な利用の確保のために必要なものである。

○ オンライン資格確認は、ＩＣカードの二重投資を避け、広く社会で利用される情報インフラを安全かつ効率的に活用する観点から、マイナ
ンバー制度のインフラと医療保険の既存のインフラをうまく組み合わせて、個人番号カードの活用を基本とすることが合理的である。導入の
初期費用や運営コストを精査しつつ、保険者・医療関係者と協議・検討を進め、平成30年度から段階的に導入し、平成32年までに本格運用を
目指して、準備を進めていく必要がある。円滑に導入できるよう、本格運用までの間に、一定期間のテスト運用も実施する必要がある。

２．医療保険のオンライン資格確認の導入

○ 医療等分野の情報連携に用いる「地域医療連携用ID（仮称）」は、オンライン資格確認と一体的に管理・運営するのが効率的であるなど、
支払基金・国保中央会が発行機関となることに合理性がある。「地域医療連携用ID（仮称）」は、患者本人を厳格に確認した上で利用する観
点から、個人番号カードによる資格確認したときに、保険医療機関等に発行する仕組みが考えられる。

○ ただし、個人番号カードを持たない患者も医療連携は必要であり、過渡的な対応として、現在の保険証番号に代えて、保険者を異動しても
変わらない「資格確認用番号（仮称）」を健康保険証で読み取るなど、個人番号カードがない場合でも資格確認できる仕組みを用意すべき、
との意見があった。一方、公的個人認証の仕組みは安全・確実に本人確認を担保できるが、個人番号カード以外の方法はなりすましを完全に
排除できないので、安易に他の方法をとるべきではない、との意見があった。

○ 国民自らが医療情報を活用する目的や意義について成熟した理解も必要であり、教育の場を含め、様々な機会を活用して、国民への周知に
取り組むことが求められる。本人の健康や受診歴も把握できるポータルサービスなど、国民自身がメリットを享受できるような仕組みにつな
げていくことで、医療・介護の効率的な提供や保険財政への国民の理解と納得が浸透していくことが期待される。

３．医療等分野の情報連携の識別子（ＩＤ）の体系、普及への取組

平成27年12月 厚生労働省情報政策担当参事官室
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被保険者番号の個人単位化と資格履歴の一元管理

○ 世帯単位での付番
・ 現在の被保険者番号は、基本的に世帯単位。保険者は個人（特に被扶養者）の状況把握までは求めていない。

適切な保険制度の運用のためにも、保険者として、個人単位での状況把握をどう行うかが課題。
・ 今後、保健事業を通じた被保険者の健康管理等の役割が保険者に一層期待されている中、個人単位でデータを

連結できない現在の状態は、データヘルスの推進の観点からも課題。

○ 保険者ごとの管理
・ 各保険者でそれぞれ被保険者番号を付番しており、資格管理も保険者ごと。
・ 加入する保険が変わる場合、個人の資格情報(※)は引き継がれず、継続的な資格管理がされていない。

※氏名、生年月日、性別、被保険者番号、資格取得日、負担割合など

現状・課題

① 加入する保険が変わっても、個人単位で資格情報等のデータをつなげることを容易にするため、被保険者番号を
個人単位化。

② 新しい被保険者番号も保険の変更に伴い変わることとなるが、加入する保険によらず資格情報等を連結させて管理
するため、個別の保険者に代わって支払基金・国保中央会が一元的に管理する。
※ マイナンバー制度の情報連携のために構築されている既存のインフラを活用

対応方針

A健保組合

B健保組合

C市町村国保

支払基金・国保中央会医療保険者

個人単位の
被保番

その他の
資格情報

資格を登録

※保険者が共同で
資格管理を委託

②被保険者番号等の履歴を管理①新被保番を個人単位化

保険者を異動 個人単位の被保番

個人単位の被保番

その他の資格情報

その他の資格情報

Ａ
Ｂ

個人単位の被保番 その他の資格情報

平成２９年１１月８日 社会保障審議会

医療保険部会資料（一部改変）
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オンライン資格確認

・ 現行の健康保険証による資格確認では、資格喪失後の未回収の保険証による受診や、それに伴う過誤請求が
請求時に判明。保険者・医療機関等の双方に負担が発生。

現状・課題

対応方針

・ マイナンバーカードの電子証明書を保険医療機関・薬局の窓口で読み取って、受診時やレセプト請求前等に
オンラインで支払基金・国保中央会に資格情報を照会・確認する仕組みを整備する。

医療保険者

本人

提示

マイナンバーカード

保険医療機関（約17万7千）

保険薬局（約5万7千）

資格情報

レセプト請求の専用回線など
既存のインフラを活用

電子証明書

電子証明書

電子証明書

資格情報

マイナンバー

資格情報

オンライン資格確認サービス
【支払基金・国保中央会が共同で運営】

マイナンバー

※外来受診（延べ日数）
年間約20億件

・氏名、性別、生年月日
・保険者名
・被保険者番号
・負担割合
・資格取得・喪失日 等

ピッ

「見えない」「預からない」ので、医療現場で
診療情報がマイナンバーと紐づけて管理されることはない

健康保険証健康保険証 新被保険者番号

新被保険者番号

※健康保険証のみ持参した場合は、券面の
新被保険者番号により、資格情報の有効性を確認

新被保険者番号

※レセプト請求の専用回線や保険者のマイナンバー
関連システムなど、既存インフラを活用。

※定められた利用目的以外での
マイナンバーの書き写し等は
不正利用であり、法律で禁止されている

平成２９年１１月８日 社会保障審議会

医療保険部会資料（一部改変）
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医療等分野における識別子（ID）の主な検討課題

医療等分野における識別子（ID）体系

・オンライン資格確認の導入にあわせて整備されるインフラの識別子（ID）体系における活用の在り方

・利用用途（ユースケース）に応じた識別子（ID）体系の在り方

・「見える番号」と「見えない番号」の相違点（法令の適用、セキュリティの違い）

・データベースにおけるデータの正確な連結と安全な管理を実現するための識別子（ID）体系の在り方

・識別子（ID）の共有範囲

・識別子（ID）体系の機能・セキュリティと識別子（ID）の導入・運営等コストとのバランス

発行・管理主体
・識別子（ID）の発行・管理主体の在り方

コスト
・識別子（ID）の発行・管理のコスト及びそのシステムの運用コスト並びにその負担者の決定

運用ルール

・本人同意など、医療情報の収集・利活用の際の識別子（ID）体系の運用ルールの在り方

オンライン資格確認の導入にあわせて整備されるインフラの検討状況等を踏まえ、「見える番号」と
「見えない番号」の相違点も整理しつつ、安全で、かつ費用負担に見合った便益を得られる医療等分野
における識別子（ＩＤ）体系をどのように構築していくかが課題。
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第１回検討会での主な意見
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第１回検討会での全国保健医療情報ネットワークに関する主な意見①

【全体像】
○ 保健医療従事者が、本当に医療が患者のためになっているか確信できることが重要。患者・国民にメリット
がないといけないし、保健医療従事者にもメリットが必要。医療を提供する側、受ける側、連携する保健医療
従事者、ネットワークを管理する者が本当に大事だと認識して、基盤をつくっていくことが必要。

○ 健康長寿に向け、様々な分野を有機的に連結するためのネットワークであり、ユースケースが異なる中、
重複投資がないよう、互換性の取れるネットワークの議論をお願いしたい。

○ 資料のネットワークのイメージが個人の利益になっているが、ビッグデータでやることはもっと大きな話。
個人は大事だが、国民全体のための目的を明確にするべき。

○ 工程表をつくる際には、目的、効果、安全面も含め、一般の人にわかるような説明が必要。

○ ヨーロッパの国々など、個人情報の問題、標準化の問題、コストの問題などある中、議論をかなり経た上
で、システムを入れるべきと考え、導入されている。システムはできるだけシンプルにすること、将来の技術
革新を見据えた発展可能性があること、そしてコストの問題を議論したと聞いている。どれくらいコスト
ベネフィットの評価をするべきか、我が国の議論ではコストの問題がない。ある国では、イニシャルコストは
かかるが、将来的に節約できるコストと国民に対する医療サービスの質が向上するベネフィットを考慮し、
間違いなくこの道を進むことにした、と聞いている。

【データ項目・標準化等】
○ 全国保健医療情報ネットワークで共有するデータ項目は、どうやって集め、どうやってストレージし、
どう引き出すかは難しい。夏までに決めるのは難しいのではないか。

○ 何のために全国をつなぐネットワークをつくるのか明確にすることが必要。医療がひとつの医療機関の中
で完結しない以上、複数の医療機関でデータが共有され、評価できないといけない。標準規格が普及して
いないのは、医療機関の中で完結するなら必要ないから。全て共通にするのは困難であり、本当に役に立つ
データ項目を選ぶことが必要であり、夏までに検討するという方針は必要。

○ 標準化は時間がかかり、特に現場に実装されるまで相当かかる。現実的なことを考えるべき。
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第１回検討会での全国保健医療情報ネットワークに関する主な意見②

【ネットワーク構成等】
○ 全国をひとつにまとめる案と、現実にあるネットワークを連結・連携させる案がある。スケジュールや
コストを考えれば、後者の方が早くできるのではないか。また、段階的な形のスケジュールも視野に入れる
べき。

○ 都道府県単位のネットワークが既にあり、県域を越えた連携も工夫して行っている。全国ひとつのネット
ワークはコストに見合わないと思うが、首都圏など、ネットワークの圏域を越える場合、ネットワーク間を
つなぐ仕組みは必要。最低限共有するデータや機能は何か議論していただきたい。

○ 今までネットワークに参加していない医療機関等に簡易でコストも低くセキュリティが高いネットワーク
を供給し、医療・介護の進展を目指すべき。

○ 大小様々な医療機関にネットワークに参加するメリットを説明できなければいけない。全国で１つの電子
カルテになるというのがわかりやすい。異なるベンダーの電子カルテのまま標準化してデータを共有するのは
難しいのではないか。

○ 看護の領域で地域包括ケアの観点から、患者が病院から地域に出るときに顔の見える関係で医療と介護を
つなぐことが必要。こうした地域包括ケアを進める上で、情報共有はメリット。訪問看護ステーションに
ついては、電子化の基盤整備も必要。

○ いわゆるインターネットエクスチェンジをうまく使えば、標準方式に変えることも可能。オンライン請求
のネットワークを相互接続に変えるということも考えられる。

○ ネットワークでは薬局が保有している薬の情報は重要。
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第１回検討会での医療等分野における識別子に関する主な意見①

【医療等分野における識別子】
○ ＩＤは現実なものが必要であり、オンライン資格確認・被保険者番号がベースになる。マイナンバーカード
の普及が進んでいないことを踏まえた対応が必要。

○ 難病、小児慢性特定疾患のデータベースも稼働し、介護のデータベースにも医療の情報が必要となってくる。
また、がんゲノム（パネル検査）も進むので、研究用のIDは必要である。

○ ＩＤについては、オンライン資格確認システムの基盤がベースになるため、オンライン資格確認の開発プロ
ジェクトの状況を踏まえて実施する必要があり、２０２０年からの開始を目指すことは難しいのでないか。

○ マイナンバーカードは乳児や児童は持っていない。データを活用できる基盤を作るために、ＩＤはオンライ
ン資格確認・被保険者番号から行うことがよい。

○ 医療保険者等向け中間サーバにある機関別符号は、社会保障分野で全員をカバーできる台帳となっている。
したがって、ＩＤを発番するだけならすぐにできるが、本人にＩＤを渡すことが課題。

○ 被保険者番号では、その番号の入力ミスや他人の被保険者番号を使うなど懸念があり、万が一診療自体に影
響がでた場合に、データの信用性が失われてしまうこと危惧している。

○ マイナンバーカード普及が進んでいない。ボランティア活動を行った人にマイナンバーカードにボランティ
アのポイントをつけるなどで、マイナンバーカードが普及するのでは。
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