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 戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業

の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、

その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業に

おける技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、近年の東

アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、わが国の機

械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつ

つあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これら

の課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高ま

っており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機械工業

における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、

やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくには

この力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつな

がる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高

まっておリます。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける

意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大

きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして保健医療福祉情報システム工業会に「病院内機器システ

ムの効率化に資する電子カルテ等標準化調査事業」を調査委託いたしました。

本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であり

ます。 

 

平成１６年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  相 川 賢 太 郎          

 

 

 

 



序文 
 保健医療福祉情報システム工業会(ＪＡＨＩＳ)は、本年をもって創立１０周年を迎えます。

設立以来、保健医療福祉情報システムに関する技術の向上、品質および安全性の確保、標

準化の推進を図ることにより、保健医療福祉情報システム産業の健全な発展と国民の保

健・医療・福祉の改善に寄与することを目指し、努力して参りました。おかげさまで、Ｊ

ＡＨＩＳは現在３２５社１６００名に及ぶ登録会員となり標準化活動、電子カルテとレセ

プト電算処理の普及活動および新規事業の展開等に多くの実績を積み重ねることができま

した。 
さて、日本における医療情報システムは約３０数年の歴史とともに発展し、今日の電子

カルテシステム、あるいは地域医療ネットワークの時代を迎え、院内でも多数の部門シス

テム、機器との接続が必要になり、また施設間の情報交換も必要な時代になっております。

しかし、これまでの状況をみますと、諸般の事情から、「電子カルテに関わるシステムおよ

び機器間の接続性、また施設間のデータ交換」がまだ進展していない段階と言わざるを得

ません。 
 そこで、ＪＡＨＩＳでは社団法人 日本機械工業連合会の委託を受けて医療情報システ

ムを構築する業界全体として、厚生労働省が唱える「標準的電子カルテ」構築に向けた標

準モデル（共通基盤）の開発を推進することを重要な責務と考え、「どのような標準化が必

要なのか？」「標準化を阻害する要因は何なのか？」「標準化を推進するためにどのような

施策が必要なのか？」をＪＡＨＩＳ会員各社、既に電子カルテを運用しているいくつかの

医療機関を対象に調査致しました。調査結果、そこからの分析結果をここに報告書として

まとめました。 
 この報告書が今後の「標準電子カルテシステムに必要な標準化を推進する施策」、「標準

の採用を啓蒙し普及するための施策」等を立案・実行するに際してご参考となることを期

待します。 
最後になりますが、本調査を実施するにあたりにご協力頂きました企業・医療機関の皆

様、また委員各位と貴重なご意見、ご指導を賜った関係各位に対し感謝申し上げますとと

もに、本研究の機会を提供頂いた経済産業省商務情報政策局サービス産業課および支援を

いただいた社団法人日本機械工業連合会に御礼を申し上げます。 
 

平成１６年３月 
保健医療福祉情報システム工業会 
会  長   金 杉 明 信 
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調査研究事業の概要 

１． 調査研究事業の目的 

電子カルテは、医療の質の向上、及び患者サービスの向上に対して大きな効果を持つ

と期待されている。しかしながら、現在のシステムでは、システムが扱う情報の互換性

については必ずしも保証されているわけではない。この原因は、システムの利用者側の

課題でもあるが、ベンダー独自のメッセージを情報交換に利用していたり、システムが

扱うデータについても互換性が保証されたものとなっていなかったりしているためであ

る。そこで、この調査研究では、電子カルテシステムを提供する各ベンダーと利用する

ユーザの標準の利用や標準化に対する考え方を探り、あるべき標準化の進め方に資する

知見を得ることを目的とする。ここで得られた知見は行政とも共有しベンダーへの啓蒙

や行政の施策へ反映するときに参考として行く。 

 

２． 調査研究事業の内容 

保健医療福祉情報システム工業会（ＪＡＨＩＳ）及び経済産業省と厚生労働省の関連

する部門の学識経験者による研究会を設立し、ＪＡＨＩＳ傘下の会員企業を中心に、標

準規格をベースに電子カルテシステムを構築することに関する意識、また標準化を進め

るに当たっての課題などを、アンケート方式を基本とする調査によって探る。また、こ

れまでに電子カルテシステム等を導入している医療機関を訪問調査し、標準規格をベー

スとする電子カルテシステムに対するユーザの意識を調査する。 

２．１ 委員会の設置 

  本調査研究事業を行うに当たり、事業運営を行う「技術管理委員会」と調査・研究を

行う「調査実行委員会」を設置した。 

２・２ 医療情報において、標準化に対するベンダーへの意識調査研究 

 電子カルテシステムが普及しつつあるが、必ずしも満足の行く状態で普及が進んで

いるわけではないし、行政が期待しているような相互運用性の高いシステム導入が進

んでいるわけでもない。電子カルテシステムが管理する診療情報は医療サービスの効

率と質を向上するための基本的な情報である。しかしながら、異なるベンダーによっ

て構築されたシステム間ではもとより、同一のベンダーによるシステムでもシステム

の世代間で、診療情報が互換性を保つことができなくては、医療サービスの効率と質

の改善にそれらの情報を利用することは困難である。 

 この互換性を達成するためには、診療情報のコンテンツの標準化、システム間で交

換されるメッセージの標準化、システムを安全に運営するためのセキュリティレベル

の共通化などが必要となる。現状のシステムは、それを利用するユーザの意識もさる

ことながら、システムベンダーが提供するシステムにおいて標準化が進んでいないた

め診療情報の互換性がきわめて低い状態にある。そこで、この研究では、「何故システ



ムベンダーは標準の採用に踏み込むことができないのか」、「どのようであれば標準を

積極的に採用することが可能となるのか」、また「何が標準化を進めるに当たって障害

と感じているのか」、「ユーザや行政における課題と感じているものは何か」などを、

アンケート調査によって探り出すこととする。 

２．３ 電子カルテシステムの利用に関するユーザへの意識調査と標準に基づくシステム

に対する期待への調査研究 

 平成１３年１２月に厚生労働省は保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイ

ンを発表した。そこでのアクションプランに基づいて、経済産業省とも連携しつつ、

医療機関が電子カルテシステムの導入を進めるに当たって支援を行ってきた。この調

査研究では、このような施策によって電子カルテシステムを導入し運用している医療

機関を幾つか選び出し、診療現場での利用の実態を見聞し、利用者に聞き取り調査を

行って、電子カルテシステムに対する評価、標準化を進めるに当たってのユーザとし

ての期待や課題などを調査する。 

２．４ 電子カルテシステム標準化推進に対する施策の提言 

 電子カルテシステムのベンダーやユーザに対する標準化に係わる調査結果から、標

準化推進に対する課題をまとめ、推進するに当たってのユーザ・ベンダー・行政がと

るべき施策について提言する。 

 

３． 業界において予想される効果 

標準をベースとし相互運用性の高い電子カルテシステムの導入は重要な課題であり、

医療情報に係わる産官学が連携して、また意識を共有しつつ標準化のための基盤整備

（モデリング）を進めなければならない。現在、そのためのコンセンサスが得られてい

ない状態であり、ここで行った調査に基づいて、標準的電子カルテシステムに必要な標

準化の推進施策や、標準の採用を啓蒙し普及するための施策を立案する際に参考とする

ことができる。また、施策実行に当たっても課題を事前に認識し、その解決に向けた努

力をあらかじめ行う際の参考とすることが可能となる。 
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１．はじめに 

 この調査報告は、電子カルテのベンダとユーザが、それを支えるシステムを、医療情報の標

準をベースとして構築することに対してどのような考え方をもっているかを調査し、標準をベ

ースとしたシステム構築を推進するためにどのような施策を今後採るべきかをまとめたもの

である。 

世界で医療への IT（情報技術）の導入が進み始めた。21世紀の最初の 10年内に、イギリス

は約 1兆 1千億円、カナダは 1050億円を投資し、その他オーストラリア、ニュージーランド、

ドイツ、デンマークなどが国家レベルの電子カルテ導入に向けて動き出している。アメリカも

数十兆円を投資して同様な計画を行おうとしているという。これらの国が目指そうとしている

のは、国民がどこにいようと、いつでもそれぞれの診療記録や健康管理記録を利用できるよう

にしようというものである。もちろん、これには個人情報保護の配慮が払われていることはい

うまでもない。このことによって、国民がどこにいても、常に一定のレベルの医療を提供され

ることを保証しようというのである。 

これら先進国が、ITによって医療を国民にとってよりよいものにしようという背景には、我

が国と同様に医療費が非常に高騰したということもあるが、ITにサポートされた医療を提供す

ることによって、医療サービスをより効率よく質の高いものにして行こうという目標もある。 

どのようにしたらこのことが可能となるのであろうか。個人の生体としての状態は時々刻々変

化する。どのような疾病をいつ罹患したか、どのような治療を受けたか、どのような薬を飲ん

だか、どのような運動をどれだけしたか、何を食べたか、どれだけ睡眠をとったか、どのよう

な環境に住んでいるか、どのようなストレスをどれだけ受けているか、等々によって健康状態

は変化する。医療の提供者としてこのような患者の情報をいつでも利用できれば、また IT に

よって適切な情報を利用できるような環境にあれば、常に良質の医療を提供できる可能性が高

くなることは容易に想像ができるだろう。このためには、医療情報や健康管理情報がシステム

を越えて、施設を越えて、また時間を越えて利用できることが必要となるだろう。 

これを可能とするには、電子カルテのコンテンツの標準化、システム間のメッセージの標準

化、電子カルテシステム全体あるいは相互の一貫した運用ポリシーの採用などがなくてはなら

ない。残念ながら、我が国では、電子カルテの構築にこのような思想を取り入れて行う状態に

はない。この理由にはさまざまなものがあるであろうが、これまで何がそれを妨げてきたのか

をまとめた研究はなかった。今回、経済産業省・商務情報政策局・サービス産業課と財団法人

日本機械工業連合会からこの調査を行う機会を得ることができた。この報告は、その調査結果

と、標準化へ向かうべき施策を各所への提言としてまとめたものである。 
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２．調査の背景 

２．１ グランドデザイン 

 平成 13 年 12 月 26 日に厚生労働省は、保健医療分野の情報化に対するグランドデザインを

発表した。そこでは、平成18年までに400床以上の病院の60%に、また全診療所の60%以上に

電子カルテを導入するとしている。厚生労働省は、電子カルテを保健医療分野情報化のキーと

して定めているのである。そして、保健医療分野を情報化することによって、情報提供、診療

の質の向上・効率の向上において効果があるとし、具体的には、以下であるとしている。 

（１）情報提供に関しては、 

１）比較可能なデータの蓄積と活用：適切な情報管理と検索、目的に沿った情報の加工が容易 

２）見やすく読みやすく分かりやすい情報：患者にとって理解しやすい診療の説明 

３）医療従事者間での情報提供や診療連携：医療機関内、医療機関間、医療機関・他の関係機

関との情報ネットワーク化、およびセカンドオピニオンの際に初めの病院で検査した正確な患

者情報を容易に参照可能としている。 

 また、 

（２）診療の質の向上に関しては、 

１）患者の診療データの一元管理・共有化、情報の解析等による新たな臨床上の根拠（エビデ

ンス）の創出によって可能となるとしている。 

さらに、 

（３）診療サービスの効率化に関しては、 

１）フィルム等消耗品の使用量削減 

２）正確な物流管理による経費節減 

によりもたらされるとしている。 

厚生労働省は、情報化を推進するに当たり、アクションプランも同時に発表しており、そこ

では電子カルテ普及を含めて保健医療分野情報化のための様々な施策が掲げられている。そし

てその第１に標準化の促進を掲げて、「電子カルテ、医療情報システムでの、施設内外におけ

る情報交換・共有」が重要であるとしている。では、何故、情報交換・共有に標準化が重要で

あるのだろうか。 

その理由は、臨床現場で利用される情報システムでは様々なシステムの連携が必要であり、

それらの情報システムが生成する情報が、特定の患者の診療に当たっても総合的に参照できな

くてはならないからであり、また一人の患者でも生涯にわたって一カ所において診療を受ける

ということはまれであり、数多くの医療機関に分散される可能性のある診療情報をも参照する

ことが必要になることがあるからである。すなわち、一人の患者の時間軸および空間軸上に分
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散した診療情報を有効に利用することが時に必要となるからである。疾患状態と健康は不連続

なものではなく、また異なる疾患と言っても互いに強く関係したり、一方疾患の治療に他方の

疾患の病態が大きく関係したりすることが多い。したがって、時々の診療データや健診データ

などが効果的な診療を患者に提供するには欠かせないからである。この事情を図示すると図２．

１－１のように描けるであろう。 

A病院 B病院 C病院

時間
T1 T2 T3 T4 T5 T6

現在

診療記録
参照

図２．１－１ 時間軸上、空間軸上に分散した診療情報の参照

 

また、特定の疾病を考えた場合、その診断や治療の経過は、その疾病を罹患した患者のデー

タを分析することによって確認することができるし、また予測することも可能となる。さらに、

患者に診療情報を提供するに当たっても、標準化された情報を提供することで理解しやすくな

るし、また比較も容易となる。 

診療情報は長時間にわたって、また複数の医療機関で共有されなければならず、標準化によ

って、その時間的・空間的流通性が高まり、可用性が確保され、利用性も高くなるのである。

このことは、診療情報だけでなく、診療に関わる物流に関しても同様である。すなわち、診療

に使用された医薬品などのコストについても、物品が標準化されたコード体系で関連づけられ

ることによって、管理が容易になるのである。ここに医療情報の標準化の意義があると考える。 
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２．２ 電子カルテシステムとは何か 

 医療機関に情報システムが本格的に導入されるようになって 30 余年が経とうとしてい

る。この間にコンピュータシステムを構成するハードウェア技術の圧倒的な進歩をはじめ、

基本ソフトウェアと呼ばれるオペレーションシステムやデータベース管理システム、その

上で構築されるアプリケーションシステムの構築技術など、その発展は目を見張るものが

ある。 

 本項では、医療機関で使用される情報システムの概要を述べ、電子カルテシステムの位

置づけを明らかにする。 

 

２．２．１ 医療情報システムの変遷 

 情報システム技術の進展に伴い、医療情報システムの世界でも当初の部門におけるごく

狭い範囲の業務処理のために導入されていたものから、今日のように医療機関全体の運営

や情報流通を司るものへと大きな変遷を遂げている。この視点から医療情報システムはお

よそ次のような段階を経て発展してきたということができる。 

（１）各部門における個別情報システム 

 医事会計システム、検体検査システム、給与計算システムなど、医療機関を構成する各

診療部門あるいは事務部門がそれぞれの部門内の業務を処理するために設置した情報シス

テムで、部門内処理の高速化、省力化を目的として導入した。狭い領域で使用されるもの

であり、その情報システムを導入する目的が明確にしやすく、機能や運用に関しても一つ

の業務目標を共有する部門内での調整となるためコンセンサスが得やすく、比較的システ

ム選定がしやすい。 

（２）個別情報システムの連携 

 その後、これらの個別部門情報システムの間で情報を交換し、迅速に間違いない情報交

換が図れるよう、システム毎に固有の方法での接続が行われるようになった。医事会計シ

ステムの請求データを一般会計システムへ送るケースなどがこれにあたる。ここで、目的

の違う２つの部署の間での利害の調整が発生するようになったが、まだ、接続による影響

範囲が小さいため、必ずしも院内全体のコンセンサスを得る必要はなかった。 

（３）部門間をわたる情報システム 

 オーダエントリシステムや物流システムがこれにあたり、これらは部門間の物や情報の

流れに関する効率や質を左右するため、医療機関内の多くの部門の運営や作業効率に影響

を与える可能性がある。したがって、どのようなシステムとするかについては、多くの部

門の利害関係が影響し、調整に難航する場合がある。 
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（４）病院統合情報システム 

 上記の各部門の情報システムや部門間をわたる情報システムを統一的な目標と考え方で

構築したもので、主として診療面に寄与する目的のものとその結果を含めて経営上の情報

取得や計画・戦略の策定を目的としたものに分けることができる。この段階で診療面に寄

与する目的のシステムとして、第１段階のレベルの電子カルテシステムが登場する。この

ような部門を超えて構築されるシステムの場合には院内の各部門の業務内容や目的だけで

はなく、医療機関全体の考え方や目的を明確にしてそれぞれの部門で行われる業務内容を

充分把握した上で構築しないと思うような効果を得ることができないが、うまく構築でき

たときの導入効果は大きなものとなる。 

（５）統合健康情報（EHR：Electronic Healthcare Record） 

 医療情報システムの発展段階としては、今後、医療機関内部にとどまらず、医療機関同

士の連携、医療機関と他の施設との接続、審査支払機関や保険者等へのオンラインによる

請求のための接続などが考えられ、既に一部は運用に供している。電子カルテシステムに

ついても第２段階以上のものに発展し、複数の医療機関の間での情報共有が行われたり、

社会的な資産としての情報蓄積が行われたりすることが可能なシステムが要求される。こ

れらの場合、接続方式や交換する情報の標準化（用語やコードの統一など）、社会的なセキ

ュリティや情報基盤の整備などが必要となり、これらの整備やさらに高度で広範囲な健康

情報を対象とした利用が期待されている。 

 

２．２．２ 医療情報システムの種類 

 これらの経緯を経て、現在の医療機関の中では診療部門や管理部門等に多くの情報シス

テムが稼働している。これらの情報システムには必ずしも厳密な定義はないが、一般的な

医療機関で導入されあるいは検討されている情報システムについて概念的な名称を掲げる

と以下のようなものがある。 

（１）診療系システム 

１）診療支援システム 

 電子カルテシステム、オーダエントリシステム、病棟支援システム、病歴管理システム、

医療機関連携（情報提供）システム など 

２）部門システム 

 検体検査システム、病理検査システム、生理検査システム、放射線検査システム、給食

システム、薬剤情報システム、調剤システム など 

３）患者サービス用システム 
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 インターネット予約システム、診療情報照会システム、相談システム など 

（２）事務・業務系システム 

 経営支援システム、医事会計システム、財務会計システム、債権システム、給与計算シ

ステム、勤務管理システム、原価管理システム、物流管理システム、薬剤管理システム、

発注システム、院内グループウェア など 

（３）その他 

 研究用各種システム など 

 

２．２．３ 電子カルテシステムの位置づけと目的 

 このように、近年ではわが国でも多くの情報システムが医療機関の中で利用されるよう

になってきたが、その中でも電子カルテシステムは医療機関の基幹システムとして位置づ

けられる。わが国の病院統合情報システムの形態は、電子カルテシステムが部門システム

に対する情報インタフェースを持ち、前項に示すような各部門に分散している部門システ

ムや事務・業務系の複数のシステムと接続され、診療面での一連の診療における情報のス

タートポイントである指示の発行から、診断の経緯や根拠の記録、これらの患者診療情報

の管理など、診療に関わる情報全般を司っている。また、これらの診療情報あるいは診療

において発生する時刻情報などは経営面、業務面からも重要なデータであることから、電

子カルテシステムは診療面のみならず経営管理全般に関する情報の発生源としての役割を

持っている。したがって、電子カルテシステムは導入する際の医療機関の目的によりその

形態は大きく異なってくることになる。その目的としては大きく分けて次のようなものが

ある。 

（１）安全で良質な医療の提供 

・安全性のチェック（情報システムによる薬効や副作用情報のチェック、バーコードでの

患者確認、実施直前での 新オーダ内容の確認 など） 

・情報提供（過去の患者・検査・画像情報、医薬品や文献情報等の一般情報 など） 

・情報の蓄積と分析による診療ガイドラインの作成 など 

（２）患者サービスの向上 

・作業の迅速化（処方待ちの軽減 など）、診療状況掲示（調剤状況表示 など） 

・判りやすい診療情報提示（インフォームドコンセント用画面､患者向クリティカルパス 

など） 

・遠隔利用等による便宜（インターネットでの診療情報提供や予約 など） 

（３）業務の効率化 
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・情報の伝達、複製（転記）、更新（診療記録、看護記録、診療要約、指示伝票など） 

・伝達の迅速化（検査結果・処方・医事会計情報などの伝達の迅速化） 

・周辺事務業務からの解放（受付機器による代替、カルテ管理・搬送の回避 など） 

（４）経営情報の取得と活用（二次利用） 

・医業収入関連情報（保険診療、自由診療 など） 

・原価関連情報（医薬品、医療材料、人件費 など） 

・稼働関連情報（医師別稼働額、手術室稼働状況 など） 他 

 電子カルテシステムを導入する医療機関では、これらの導入目的に関してその優先度を

つけた上でシステム形態ならびに備えるべき機能の検討を行う必要がある。 

 

２．２．４ 電子カルテシステムの定義 

 導入するときの電子カルテシステムに求める効果・目的にはそれぞれの医療機関のビジ

ョンや目標などが関わる一方、電子カルテシステムとして称されるための 小限の要件を

整理しておくことがシステム選びなどで重要になる。診療所領域の医療情報システムは依

頼情報の伝達機能を持たないことが多いなど、医療機関の規模や特性から電子カルテシス

テムにはさまざまな形態が存在するが、各団体ではこれらを包括して電子カルテシステム

を定義する試みが行われている。 

（１）日本医療情報学会の見解 

 医療情報学会では 2003 年、「電子カルテの定義に関する日本医療情報学会の見解」を作

成し、公表した。この中では電子カルテシステムは患者の症例記述を主体にしたもので、

依頼情報の伝達及び結果の返信を主たる機能とするオーダエントリシステムとは、一部の

共有はあるものの別システムと定義している。また、電子カルテシステムの電子化達成度

により、「通常のもの（ 低限の機能要件）」と「ペーパーレス電子カルテ」を定義し、こ

の中間にさまざまな電子カルテシステムが存在するとした。 

 このうち、「通常のもの（ 低限の機能要件）」の機能要件としては、以下のものが上げ

られている。 

１）すべての業種目はカバーしなくても、多くの業種についてオーダ通信システムおよび

オーダ結果参照システムが稼動し、それぞれの業種についての診療録情報の基本となって

いること。 

２）診療録を構成するすべての情報種はカバーしないが、多くの情報種について同時に多

個所で、迅速に、充分に古いものも参照できること。また、それらの情報は様々な軸（時

系列、特定の科のもの、特定の診療部門のもの、パスウェイ形式など）で展開参照するこ
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とが可能であること。 

３）これらデータの将来機種更新後の新システムへの移行を考え、また、不特定の他医療

施設との情報連携のためにも、出来る限り HL7、DICOM などの標準的なデータ形式およ

びコードを使用していること。さらに、紙やフィルムなどの従来媒体の情報と電子化情報

の関連性が損なわないようにすること。 

４）画面を直接参照して、あるいは画面を利用して、患者への情報提供が紙によるものよ

り格段に改善していること。 

５）プライバシー保護が確保される運用であること。また紙やフィルムなどの従来媒体に

よる原本保存を行わない情報種に関しては、電子保存の３条件（真正性の確保、見読性の

確保、保存性の確保）を満足する運用であること。 

（２）IOM（Institute of Medicine：米国医学会）の定義 

 IOM では、1991 年、CPR（Computer-based Patient Record System）に対して、「シ

ステム内の電子診療記録は、特に、完全で正確なデータの可用性、医師に対する注意書き

や警告、診療上の判断支援、一連の医療知識やその他の支援へのリンクを通じてユーザを

サポートするように設計されるべきである」と定義しており、以下の１２の要件を提示し

ている。CPR により、 

① 問題点リスト（problem list）が提示されること 

② 健康状態と身体機能レベルを評価できること 

③ 臨床的な理由と根拠を記録できること 

④ 長期的な患者診療情報が記録でき、適宜他の患者記録と連携できること 

⑤ 秘匿性、プライバシー、監査証跡を保証すること 

⑥ 認可されたユーザに対して継続的に提供されること 

⑦ 同時に多数のユーザが患者診療記録を閲覧できること 

⑧ 院内および遠隔地からタイムリに情報にアクセスできること 

⑨ 臨床的な問題の解決が容易になること 

⑩ 医師が直接入力できること 

⑪ 医師による、コストおよび品質管理の評価や管理を支援すること 

⑫ 臨床面の現在あるいは今後発生するニーズに対して柔軟にサポートすること 

（３）JAHIS の分類 

 JAHIS では 1996 年「電子カルテシステムの JAHIS 分類 V1.1」（案）は電子カルテシ

ステムの形態などからどのような電子カルテであるかを分類する試みを行っているが、そ

の対象とする電子カルテシステムとして、以下のような定義を行った。 
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１）定義 

 電子カルテシステムは も広義には、「広義のカルテ（すなわち医師の書く診療録の他に、

看護記録や院内他部門における記録、フィルムや伝票などの一切の記録、文書類に含まれ

る情報）の一部または全部を電子的に処理することにより、次項に示す、 

  臨床診療支援、患者サービス向上、臨床データベース活用またはペーパーレス 

という効果の一部または全部の実現を意図したシステム」である。 

２）分類 

 さらに、JAHIS では電子カルテシステムの分類を試みており、電子カルテシステムの性

格や規模をおおむね捉えるための指標として、後述の「効果」、「形態」、「対象情報」とい

う３つの指標を選択し、これによってシステムを分類した。なお、中分類以下の詳細は省

略した。 

①電子カルテシステムの意図する効果 

・効果１（Ｋ１） 以下の諸観点から医師、スタッフの臨床診療の支援を行う。 

・効果２（Ｋ２） 以下の諸観点から患者サービスの一層の向上を図る。 

・効果３（Ｋ３） 臨床データベースの有効活用（データマイニング）。 

・効果４（Ｋ４） ペーパーレスまたはレスペーパーを実現することにより、     

省スペース、貸出紛失防止、迅速取り出し（省力）を図る。 

②典型的な電子カルテシステムの形態 

・形態１（Ｊ１） トータルシステム型（病院内他部門データベース協調利用型） 

・形態２（Ｊ２） スタンドアロン又は小規模ＬＡＮ型（固有データベース所有型）  

③電子カルテシステムの対象情報 

・内容軸（Ｃ軸） 

Ｃ１ 患者基本情報、医事情報 

Ｃ２ 患者主観情報（Ｓ）主訴、自覚症状、現病歴（Ｓ部分） 

Ｃ３ 客観的情報（Ｏ） 現病歴、所見、検査結果情報、診断画像情報 

Ｃ４ 評価情報（Ａ） 病名情報､プロブレム情報､検査結果評価､病態評価 

Ｃ５ 計画情報（Ｐ） オーダ情報、治療計画、看護計画、患者教育計画 

Ｃ６ 計画実施情報 オーダ実施記録、看護実施記録 

Ｃ７ サマリ情報     既往歴、家族歴、診療サマリ、退院時サマリ 

Ｃ９ その他 

  ・データ型軸（Ｄ軸） 

Ｄ１ コード情報、数値情報 
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Ｄ２ テキスト情報 

Ｄ３ 線画情報、手書き情報 

Ｄ４ イメージ情報 

Ｄ５ 画像情報、波形情報 

Ｄ６ 音声情報 

Ｄ９ その他 

  ・入力軸（Ｅ軸） 

Ｅ１ コード、数字、テキスト入力 

Ｅ２ 二値画像、波形入力 

Ｅ３ 多値画像入力 

Ｅ４ 動画入力 

Ｅ５ 他システムのデータベースよりダウンロード入力 

Ｅ９ その他 

  ・規模軸（Ｓ軸） 

Ｓ１ 病院内全科、全外来、全入院、全病歴を対象とし永久保存する。 

Ｓ２ 病院内全科、全外来、全入院、インアクティブのみ対象。        

Ｓ３ 病院内全科、全外来、全入院、アクティブのみ対象。          

Ｓ４ 特定科、特定疾患グループ内のみ対象、全病歴永久保存。 

Ｓ５ 特定科、特定疾患グループ内のみ対象、インアクティブのみ対象。 

Ｓ６ 特定科、特定疾患グループ内のみ対象、アクティブのみ対象。 

Ｓ９ その他 

 

 現時点では以上のような形で電子カルテシステムが定義あるいは分類されているが、一

部古くなっている部分もあり、医療技術、コンピュータ技術、患者の意識、社会的要請な

どから今後も見直していく必要があろう。 
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２．３ 電子カルテシステムに関する標準化の現状と動向 

電子カルテシステムに関する標準化の検討は、欧米を中心に 10 年以上前から研究開発

とあわせ、地味ながら粘り強く進められてきた。また、時代の変化に合わせて対象範囲が

拡大され、電子カルテの定義も変わってきているため、基本的なフレームワークの範囲に

ついては一定のベースが積み上げられてきた。これらの作業の中で最も重要な役割を果た

したものが、要求内容を整理しフレームワークを纏めるための手段としてのモデルの開発

であった。これらは限られた範囲で試行されていたが、近年大幅な医療の質の向上、効率

向上や患者安全への強い社会的要請が医療情報システムに寄せられ、ＩＴの適用による解

決の手段としての標準的電子カルテシステム（欧米では EHR）への期待とインターネッ

トをベースとした電子政府等の社会基盤の充実化などと合わせ、国を挙げての実現が始ま

っている。ここでは電子カルテのキーポイントとなる、モデルの開発動向について纏め、

続いて主要プロジェクトの紹介をし、最後に電子カルテの標準化の最新の状況を纏める。 

 

２．３．１ 電子カルテモデルの開発動向   

医療情報システムの基盤部分であるためには、データの互換性やシステム間の接続性が

保証される必要がある｡ このため電子カルテをシステムの観点から、データの属性や関連

性、システムでどのように使用されるかなどをグローバルなレベルで統一された表記法で

厳密に整理 (モデル化 )し、関係者の共通理解を進められる方法が使われている｡ 

ISO18308（Health Informatics Requirements for an electronic health record reference 

architecture)の検討では、電子カルテに関して部分的なものも含め 1４ほどのモデルが確

認されている。電子カルテの本格的なモデルとしては、ヨーロッパ中心に 1992年から 21

組織が参加して進められてきた GEHR(The Good European Healthcare Record )プロジ

ェクト で、レコードとコミュニケーションの参照モデルやその普及組織である openEHR

がさらに拡張した参照モデルとそのドメインを規定する Archetypeの 2モデルがあり、こ

れらを開発試用した結果は CENや ISOにも多くの影響を与えている。 一方医療情報シ

ステムのメッセージ交換の標準として、米国の 90%以上の病院等で適用されている HL7

が、1996年から V3としてボトムアップでの成果を最新のモデリング技法を適用し、参照

情報モデル RIM（Reference Information Model）、データタイプやボキャブラリーとして

開発、さらにシステム開発の効率化や品質を向上するためのフレームワークのモデル化が

行われ、ANSI（American National Standards Institute）で承認後、ISO化も進められ

ている。 一方 2年ほど前から CEN、GEHRや openEHRと HL7との間では電子カルテ

に関する参照モデル、Archetypeやデータタイプなど主要部分の融合化を進める EHRSIG
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（EHR Special Interest Group）がHL7内に、CENでは EHRcomプロジェクトが立ち

上げられている｡ 2003年の初めから米国政府の強力なバックアップのもとで電子カルテ

機能モデルの標準化が、HL7の拡張として 200４年度目標で進められており、さらに各国

の電子政府プロジェクトの目玉としてオーストラリアをはじめ英国やカナダなどでは数千

億円の資金で 6 年以上の長期プロジェクトとして推進されている。これらの関連を図２．

３－１に纏めた。 
。

ＥＨＲ開発環境

Ｖ２ﾒｯｾｰｼﾞ Ｖ３ﾒｯｾｰｼﾞ

ＣＣＯＷ ＣＤＡ
Ａｒｅｄｅｎ
Ｓｙｎｔａｘ

ＥＨＲ機能ﾓﾃﾞﾙ

実装（ﾒｯｾｰｼﾞ
+ｻｰﾋﾞｽ）

ＥＨＲ／ＰＨＩ
（ｻｰﾋﾞｽ）

ＩＳＯ１８３０７ Ｈｅａｌｔｈ
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ－Ｉｎｔｅｒ
ｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ ａｎｄ Ｃｏ
ｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ ｉｎ ｍｅ
ｓａｇｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｔａｎ
ｄａｒｄｓ－ＫｅｙＣｈａｒａｃ
ｅｒｓｔｉｃｓ

Ｄｒａｆｔ ＩＳＯ２１０８９Ｈ
ｅａｌｔｈｃａｒｅＩｎｆｏｒｍａｔｉ
ｓ－Ｔｒｕｓｔｅｄ Ｅ２Ｅ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏ Ｆｌｏｗｓ

ＩＯＭ，ＨＩＭＳＳ他

医療行為をﾓﾃﾞﾙ化し
たＲＩＭにもとずきＭ
ＳＧを作成。ﾎﾞｷｬﾌﾞﾗ
ﾘｰの管理も実現

（電子ｶﾙﾃ
を意識）

（２００４年度）

ＭＳＧﾌﾟﾛ
ﾌｧｲﾙ

ＭＷＢ

ＨＬ７/DICOM－ＩＨＥ

高ﾚﾍﾞﾙﾓﾃﾞ
ﾘﾝｸﾞ言語

ﾚｺｰﾄﾞ(ﾚｼﾞｽ
ﾄﾘ）と機能

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
Ｐｒｏｃｅｓｓ

Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｎ

ＰｒｉｖａｃｙＳｅｃｕｒｉｔｙ

Ｍｅｄｉｃｏ －Ｌｅａｇａｌ Ｅｔｈｉｃａｌ

Ｃｏｎｓｕｍｅｒ／Ｃｕｌｔｕｒａｌ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

ＩＳＯ １８３０８

Ｒｅｃｏｒｄ Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ（Ｓｅｃｔｉｏ
ｎｓ，ＥＨＲｆｏｒｍａｔ、Ｐｏｒｔａｂｉｌｉｔｙ，Ｓ
ｅｃｏｕｎｄａｒｙ ｕｓｅｓ，Ａｒｃｈｉｖｕｎｇ）

Ｄａｔａ Ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ（Structured 
Data, Non-structured data,   
Clinical Data, Administrative 
data)

Type and form of data( Support 
for different types of data, Data 
types, Reference data, Links)

Supporting health concept 
representation (Support for 
multiple coding systems, Unique 
Representation of 
Information ,Language 
independence ,Representation 
of text)

Clinical processes (Support for 
clinical processes,  
Problems/issues and health 
status, Clinical reasoning,  
Decision support, guidelines, 
and protocols ,Care Planning, 
Order and service processes 
Integrated care ,Quality 
assurance)

Record processes (Data 
capture/ Retrieval /query/view of 
data, Presentation of data, 
Scalability)

ｏｐｅｎＥＨＲ/GEHR

ＥＨＲ

ＳＶＣ
ＲＭ
ＡＭ

ｱｸｾｽｺﾝ
ﾄﾛｰﾙ

ＳＶＣ
ＲＭ
ＡＭ

ﾃﾞﾓｸﾞﾗ
ﾌｨｯｸｽ

ＳＶＣ
ＲＭ
ＡＭ

ﾜｰｸﾌﾛｰＳＶＣ
ＲＭ
ＡＭ

ﾃﾞｰﾀﾌｧｸﾄﾘｰ

ＳＶＣ

用語ＩＦ
ｱｵｸﾀｲﾌﾟ
ｻｰﾋﾞｽ

ＳＶＣ

ＲＭ

ＳＶＣ

情
報
ﾚ
ﾍﾞ
ﾙ

知
識
ﾚ
ﾍﾞ
ﾙ

ｻﾎﾟｰﾄﾚﾍﾞﾙ

ｺﾓﾝ ﾃﾞｰﾀ
構造

ﾃﾞｰﾀ
ﾀｲﾌﾟ

ＲＭ
ＡＭ

ＲＭ
ＡＭ

ＲＭ
ＡＭ

ＪＡＨＩＳ／科研

ＨＤＦ

ＥＭ〔ＢＰ，
機能情報）

ＣＭ〔機能） ＩＭ〔情報）

ｻﾎﾟｰﾄ（イン
フラ）

ＲＩＭ／Ｒ
－ＭＩＭ

ベンチマー
キング

ベンチマーキング

既存ｼｽﾃﾑ 新規ｼｽﾃﾑ

既存ＭＳＧ 新規ＭＳＧ

ｶﾅﾀﾞＨＩＣＭ

組織、人（ＥＭ）

範囲、ﾛｰﾙ

ﾌﾟﾛｾｽ（ＣＭ）

人、組織のﾌﾟ
ﾛｾｽ

情報（ＩＭ）

ｻｰﾋﾞｽエンカ
ウンターﾃﾞｰﾀ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
と技術

マネージメ
ントｻｰﾋﾞｽ

（Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｆｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ
Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ Mｏｄｅｌ）

ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

Ｕｓｅ 軸

機
能
軸

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ1 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ2

追加、革新的ｹｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ 望ましい

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ信頼性機能 望ましい

ｺｱｼﾞｪﾈﾘｯｸ機能 ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ機能 ｴｯｾﾝｼｬﾙ

追加機能
望ましい

追加機能
望ましい

ｺｱ特定機能
ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ｺｱ特定機能
ｴｯｾﾝｼｬﾙ

ＥＨＲ機能ﾓﾃﾞﾙ

ＧＥＨＲﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ-ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ
（ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ）

ＥＨＲ ｲﾍﾞﾝﾄＷＦ

ﾏﾙﾁﾒﾁﾞｱ/ｼﾞｪﾈﾃｯｸｽ

ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲ
ｽﾞ 全機

能
最小
機能

ﾎﾟｰﾀﾙ

他ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰｴﾝ
ﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

患者 ｱﾗｲﾄﾞﾍﾙｽ支払い者

2次ﾕｰｻﾞ（政
府、研究）
DWH

MSGGW
更新
検索

ｾｷｭﾘﾃ /ーｱｸ
ｱｴｽｺﾝﾄﾛｰﾙ

検査(ｲﾒｰｼﾞ、放
射線他）

意思
決定

ﾓﾊﾞｲﾙ

ﾄﾘｶﾞｰ
/通知

ﾘｿｰｽ割
り当て

PA 請求

IDｻｰﾋﾞｽ

ﾃﾞﾓｸﾞﾗﾌｨｸｽ

診療参照ﾃﾞｰﾀ
診療ﾓﾃﾞﾙ

ﾛｰｶﾙﾓﾃﾞﾙ

実時間GW ﾃﾚﾒ
ﾃﾞｿﾝ

Vital Sign
監視

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ&ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

用
語

openEHR Health Information Rnv.

考え方は同意、実現方法は国際標準はﾒﾀ化､
自国はレファレンスで関連許容を

１．１９９２－５ The Good European
Healthcare Record Project（GEHR)ﾏﾙﾁﾒ
ﾁﾞｱでのｱｰｷﾃｸﾁｬｰｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄﾓﾃﾞﾙ、交換
フォーマット、用語、ｱｸｾｽ／統合ﾓﾃﾞﾙ
２．１９９６－８ SYNAPESES（Ａｒｃｈｔｙｐｅ）
３．１００７－２０００ EHCR-SupA (Support 
Actions) 教育、訓連
4. 1998-2000  SysEx( Synapsys拡張）

5.1999-2001 MEDICATE(喘息）

6.2000-2002 6WINT（IPｖ６）

7.2002-2005 CLEF（ｅScience)

8. 2002-2004 CEN EHRcom Task 
Force(CEN Task Force-ENV13606へ
のフィードバック）

openEHR

GP-CARE

ﾖｰﾛｯﾊﾟR&D10年の流れ〔要求定義、情報
ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ、実装での相互運用性）

機能

直接
ケア

サポー
テブ

イン
フォｽﾄ
ラク
ﾁｬｰ

ｹｱｾｯ
ﾃﾝｸﾞ

ﾌﾟﾗｲ
ｵﾘﾃｲ

病院、救急など、
刻々別

2003/9
当時

2004/1最新

（2003/9以降検討し洗練、コンセ
ンサスがとられた）

     図２．３－１ 電子カルテの開発プロジェクトのまとめ 

 

２．３．２ 電子カルテモデル開発プロジェクト 

 モデル開発プロジェクトとしては、ヨーロッパを中心とした GEHR や openEHR と米

国を中心にした HL7拡張型についてそれぞれの特徴と補完関係に付いて纏めてみる。 

（１）GEHRと openEHRについて（www.openehr.org） 

 ヨーロッパにおいて 10 年あまりにわたり、電子カルテを中心に医療情報システムに関

する要求事項、情報アーキテクチャ、多様な実装、相互運用性や法的にも厳格に対応した

サービスができるよういくつかのプロジェクトが推進された。GEHR はその一環として

1992年から 1995年にかけて行われた。 英国のCHIME(Center for Health Informatics & 
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Multi-professional Education)のメンバーのリードで、ヨーロッパ 7カ国 21の組織の参加

を得て、電子カルテの多様なマルチメデアデータアーキテクチャーと要求への詳細な調査

が行われた。このプロジェクトの成果はCEN/TC251における標準化に大きな影響を与え、

アーキテクチャーオブジェクトモデル、交換フォーマット、用語セットとアクセス／統合

ツールは公開されている。 またGEHRの成果はSYNAPSESプロジェクトにおいて1996

年から 1998 年にかけて連携された電子カルテについて、アーキテクチャの統合と評価を

実際の電子カルテサーバや共通医療辞書（archetype）を使って行われた。さらに 1997年

から 2000 年にかけて行われた EHCR-supA プロジェクトで、EU 地域での電子カルテの

使用に関する普及、教育や訓練のサポートアクションが行われ、標準に基づくシステムの

使用経験からの見直しや、アーキテクチャの洗練に備えることも行われた。GEHRはその

後に推進されている Telematics(1998年から 2000年)プロジェクト、喘息などの遠隔監視

を行うMEDICATE(1999年―2001年)、IPV6と無線を使用したモバイル臨床関連のサポ

ートを研究する 6WINTや 2002年から 2006年にかけての Clinical E-scienceプロジェク

トとの電子カルテサーバとしても使われる一方、ベルギーの Royal Marsden Hospitalな

どいくつかの病院で実装されている。地道であるが質の高い研究成果は今後フォローの必

要を感じる。 

 openEHR は、オープンソースベースでシームレスかつ多様で法的にも適合し相互運用

性のある高品質の患者診療を実現するための国際的な組織として、2002年に非営利組織と

して設立された。この組織は英国の UCL がオーストラリアと密な連携を取り、ユーザと

ベンダーコミュニティ組織である European Records(EuroRec)とも特に連携が取られて

いる。openEHRは標準化組織ではないが、GEHRの成果を引き継ぎ拡張普及する意味で

重要な位置を占めており、CENの EHRコミュニケーション標準(ENV13606)の拡張を目

指し 2002年から 2004年まで進められているCEN EHRcom タスクフォースでも重要な

役割を果たしている｡また、CENやメッセージ標準からの拡張で電子カルテを目指す HL7

とも組みながら HL7の EHRSIGを進め技術上の貢献を果たしている。これらの成果はオ

ーストラリアや英国での電子カルテプロジェクトの技術的なバックボーンにもなっている。

2003年 8月の会議には 42カ国 256メンバーが参加しており徐々に影響力を発揮してきて

いる。 

（２）HL7の EHR機能モデル開発プロジェクトについて (www.hl7.org) 

 HL7 は医療情報システムのメッセージ交換の標準として米国の病院関係では 90%以上

病院で普及しており、国際的にも海外 27 カ国に支部があり、電子カルテのメッセージ交

換のインフラとして、米国はもちろんオーストラリア、カナダや英国などで、HL7をベー
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スとする国家レベルの医療情報システム開発プロジェクトが進行している。HL7の V3で

は先端のモデリング技法を導入し、参照モデル(RIM)やボキャブラリーの高度化やドキュ

メント交換アーキテクチャーの CDA（Clinical Document Architecture)を開発、電子カル

テに向けた拡張をボトムアップで推進している。 2003年に米国政府は、2004年度中の

電子カルテ機能モデルの標準化の推進、用語コードで現在最も先進的な SNOMED-CT の

国家として買い上げ、国内では無料で使用できる施策を行い、一定の基準を満たした電子

カルテの導入機関にインセンティブを与えることを発表した。具体的な機能モデルの作成

を、米国医療研究所(IOM：Institute of Medicine)と HL7に依頼する一方、多くの人が検

討に参加できるようにし、コンセンサスベースの標準に対する合意確立に意を払っている。

また関連政府機関や業界団体による促進支援の動きも著しく特に医療情報システムの普及

を推進する HIMSSによる電子カルテ適用評価基準は電子カルテを開発及び適用を目指す

関係者には参考になると思われる。60%コンセンサスベースとはいうものの、2003 年 9

月の HL7メンフィス総会での EHRSIGでは通常の 3倍近い人の参加の中で、標準化の進

め方に関する議論も多く出されたが、その後の関係者の精力的な活動により極めて短時間

にかなり洗練され、2004年 1月のサンデイゴの HL7WG会議ではケアセッテング部分の

各国設定も含めかなりのコンセンサスが取れた状況で纏められた。これから CEN の

EHRcomプロジェクトでの成果も踏まえHL7でのEHRSIGでのハ－モナイジングやHL

７全体とし HDF などのフレームワークの拡張としてどのように実現していくかの議論が

HL7の中で強力に推進されていくものと見られる。英国はこれらの成果を最初に適用して

いくプロジェクトとして今後注目していく必要がある。これらの関連を図２．３－２に纏

めた。 

 

２．３．３ 電子カルテモデルの標準化  (www.cenorm.be  www.iso.org)  

 電子カルテのモデルの標準化は、トップダウンで研究開発型に時間を掛けて技術面を重

視して進めてきた CEN /TC251 ENV13606（Electronic Healthcare Communications）

に、GEHRの成果が参照モデルアーキテクチャー、臨床ドメインモデリングの方法論とし

て反映された。 1999年から ENV13606にセキュリテイと分散ルールに情報交換法を含

め4部分についての標準化が進められた。さらにopenEHRの活動成果や2002年から2004

年にかけてこれらの活動の加速化のための EHRcomタスクフォースが実施され、2004年

中にプレ標準であったものが正式の ENとして標準になる見込みである。 またボトムア 



 - 15 -

。 米国EHR関連ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

HHS

IOM (Institute of 
Medicine）

(Health and 
human 
Services)

2003/5EHRのｷｰｹ
ｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ関
連機能のｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ作成

患者安全ﾃﾞｰﾀ標準
化委員会の拡張

EHR定義

１） 個人に対して供される個人
の健康に関するおよび個人に供
されるﾍﾙｽｹｱ情報として定義さ
れた電子的ﾍﾙｽｹｱ情報の長期
的にまたがるコレクション

2）認められた人が個人およびﾎﾟ
ﾕﾚｰｼｮﾝのﾚﾍﾞﾙの情報に電子的
に瞬時にｱｸｾｽする

３） 患者ｹｱの品質、安全性、効
率の増大を図る知識の蓄積や意
志決定支援

４） ﾍﾙｽｹｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰの効率的な
ﾌﾟﾛｾｽの支援

２００３/6 
9-10

2003/秋最
終報告

EHRはいろいろな部署により
いろいろな観点から開発され
ておるこれらが政治区するに
はかなりの期間がかかるだろ
う。したがってまず機能ﾓﾃﾞﾙ
を作りこれを拡充していくこと
が妥当。

まず患者安全関連ﾃﾞｰﾀ+医
療判断（診断ｱﾚﾙｷﾞｰや検
査）＋意思決定手段(薬に拮
抗）

CMS （Center for 
Medicare and
Medicaid 
Services）ﾌｧｲﾅﾝｼｬ

ﾙ他の関
連の刺激
策

AHRQ（agency for 
Healthcare  
Research 
and 
Quality)

研究開発
支援プロ
グラム

HL7

ｺｱｹｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰを機能ﾓﾃﾞ
ﾙに組み込む

１）機能の定義
（WHAT)
２）機能間の連携
（WHY included）
３）達成マトリックス

（２００３．６．７－８から７．７－８）

IOMはかねが
ね2010年ま
でに診療情報
システムを作
成するように
主張してきた

まず4つのセッテング

病院､ｱﾝﾋﾞｭﾗﾄﾘｰ、家庭看
護､ｺﾐｭﾆﾃｲｹｱ

次に、家庭健康ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ､
ｸｽﾘ､歯科

優先使用
患者ｹｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ
患者ｹｱ管理
患者ｹｱ支援ﾌﾟﾛｾｽ
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙおよび管理ﾌﾟﾛｾｽ
患者自己管理

2次的使用
教育
規則制定
研究
公衆衛生と国家安全
方針ｻﾎﾟｰﾄ

（IOM1997)
患者安全の改善（毎年数万の患者が防げる事故で死亡）

効果的患者ｹｱの提供（科学的な知識による利益の享受、半分の患者
しかEBMを受けていない）

慢性時のﾌｧｼﾘﾃｲ管理〔75%以上の医療費が慢性期でかつ半分以上
が複数の治療を受けその半分以上が報告の違いに混乱しており、だ
ぶった検査や手続きを受けている。医師も調整に苦労している）

効率向上〔保険支払が年12%UP,未保険者が41百万人）

実施の可能性〔十分な検討ができていないのでいろいろ情報を集めて
いるが今後のﾌｫﾛｰが必要）

EHRのｺｱ機能
医療情報とﾃﾞｰﾀ
結果管理
ｵｰﾀﾞｴﾝﾄﾘｰ/管理
意思決定支援
電子的なｺﾐﾆｹｰｼｮﾝと結合性
患者支援
管理ﾌﾟﾛｾｽ
報告と住民健康管理

HL7
EHRの導入
検討加速

VA
背景：米国には皆保険がなく何回か試み
られたが､医師、病院、産業界の反対でう
まくいかず、65歳以上と障害者向けの
Medicareと低所得者向けのMedicaidが
導入された。現在人口の四分の一がこの
対象になっている.この他の人は民間の保
険に加入しており出来高制であったが、政
府の予算を圧迫し、DRG /PPS 
(Diagnosis Related Group / Prospective 
Payment System )が導入されコスト削減
とベッド数の激減、入院数の半減となった。
企業が従業員に対して参加する先払い保
険（HMO-Health Maintenance
Organization）が数十パーセント安いため
急速に普及。しかし医療に対する干渉を
嫌いモラル低下となり、1995年以降患者
の権利を含め多くの法規制が行われた。
〔HIPAAなど〕安易な経費削減が取れなく
なり、医療の質と効率を向上するためITへ
の期待も大きくなった。

経緯：1970年代MGHでの病歴自動化、
NIHの診療費電算化ｼｽﾃﾑ、その後1984
年のDRG/PPSで監査用に電算記録が必
要になり病院情報システムが必要になっ
た。いろいろのﾍﾞﾝﾀﾞｰシステムの統合で実
現した。1990年代Managed care に対す
る対応が必要になりITによる対策が必要
であったがなかなか進まずSRIの調査で
は三分の一で医療情報を利用しないで診
断したり検査がされていた。これに対処す
るのが電子ｶﾙﾃである。1991年に電子ｶﾙ
ﾃ協会（CPRI)が設立された）

ゴールデン定義：

１．患者中心の、電子的に維持される、
個人の健康状態に関する、patient-care
に直接関係する仕事に絞った情報で
２．紙ｶﾙﾃに簡単に置き換わり、したがっ
て全ての臨床的、法制的、管理的要求
を満足させるもの。
３．臨床的知識ﾍﾞｰｽや意思決定に容易
にアクセスでき、
4.ﾍﾙｽｹｱの提供ｼｽﾃﾑの生産性と効率
を高め、
５．臨床研究、教育、公衆衛生の政策や
責任をｻﾎﾟｰﾄできる。

1030年独立政府組織として54
病院で始まった。現在全米で
173の病院、390の外来診療所
と131の養護施設を持ち、22の
ﾈｯﾄﾜｰｸで51万ベッド、100万
人の患者を有している。1990
年代の中頃より開発､ｵｰﾀﾞｰ、
結果紹介､ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽﾉｰﾄからなり
CSS(CORBA),構造化入力の
改善中。診療支援は薬剤相互
ﾁｪｯｸのみ、ﾘﾏｲﾝﾀﾞｰがある。
VA内では情報の共有が行わ
れている。

国レベルの計画：１．標準を作る、2.患者に焦点を当てた国の情報ｱｰｷﾃｸ
ﾁｬｰを確立する、3.共通の情報と医療用語のﾓﾃﾞﾙ化を構築する生涯一ｶﾙﾃ

国レベルの電子ｶﾙﾃ計画：1997年から国防省、VA,インﾃﾞｱﾝ健康ｻｰﾋﾞｽ、エネルギー
省の間で情報交換ｻｰﾋﾞｽが始まった。標準に準拠した包括的障害医療記録。2000年
からフェーズII研究がアラスカで行われている。（Alaska Native medical 
center ,Anchorage  VA Medical Center, Elmendorf Air Force Base Treatment 
Facility で,患者基本情報、検査値、投薬暦､ｱﾚﾙｷﾞｰ情報、免疫記録を共有する。情
報ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞやCORBAなど先端技術を適用。

HEDIS指標と電子化：HMOが各
病院に対する評価成績表ともい
うべきHEDIS (Health Plan 
Employer Data and 
Information Set) ｺｽﾄ、予防実施
率などｹｱの有効性や患者満足
率などが含まれ、ﾃﾞｰﾀウエアハ
ウス機能が必要になう。

電子ｶﾙﾃ例：米国では医療の監査があり診療ﾌﾟﾛｾｽ
の情報をいかに残すかや経費の抑制の上からも患
者情報を有効利用できるかの観点から追求される。
最近の電子ｶﾙﾃは、１．ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと連携した情報提供、
2.院内診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝやｸﾘﾃｶﾙパス、3.Webﾍﾞｰｽｼｽﾃ
ﾑ、４ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｱア対応、５．患者情報の共有、６．
フィールド調査の検証〔MGH，Bringham &  
Womens病院、ハーバード大学関連病院１２で
Health Delivery Systems を構築支障が遺伝子ｶﾙﾃ
を実現しつつある。Little Company of Mary Health 
Serviceでは2の養護施設、4つの診療所、看護セン
ター、ホスピスなどの垂直廉価委で共有

NHSの情報戦略：１９９２－１９９８
患者個別ID〔10桁〕、医学電子化用語集〔Reed-

NHScode-Snomedと協力、NHS-wideﾈｯﾄﾜｰｸ、
EMB Cochrance centerとの連携

１９９７－２００３
1999年際優良医療実践のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成機
関NICE、用語の改良、健康のための電子図書館、
GP用電子処方箋、患者から参照できるGP電子ｶﾙﾃ、
24時間ｱｸｾｽの障害電子ｶﾙﾃ、電話相談（NHS
Direct)

         図２．３－２ 米国の電子カルテ推進体制 

 

ップに臨床重視で積み上げてきた HL7(ANSI)は米国の政策の強力なバックのもと、2003

年から 2004年にかけて ISO化を推進中の HL7V3の拡張として電子カルテ機能モデルの

標準化を進めている｡ 一方 ISO/TC215 の 18308 (Requirements for an Electronic 

Health Record Reference Architecture)として CEN13606や GEHR/openEHRの実績を

強く反映し、今まで世の中で幅広く検討された成果や分散システムの開発方法論として認

知されている方法論(ISO 10746 RM-ODP や ISO の HIPF(The Health Informatics 

Profiling Frameworkなど)との関連で整理し、現時点での臨床と技術面からの要求をバラ

ンスさせた技術仕様として制定が進められている。今後は HL7の EHRSIGなどでのハー

モナイジングや米国、オーストラリア、英国、カナダ他欧米先進国での実際の実装成果が

反映され確固としたものに進化していくものと考えられる。社会基盤システム化は産業界

も含め、今後さらに広がっていくことが予想される。これらの関連を図２．３－３に纏め

た。 
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社会基盤システムの標準（化）イメージ

RIM&ﾎﾞｷｬ
ﾌﾞﾗﾘｰ

MDF
HDF

ｲﾝﾌｫｽﾄﾗｸﾁｬ機能

サポーテブ機能

（病院）/ （救急）など
HHSEHR機能ﾓﾃﾞﾙ標準化科研 標準的電子ｶﾙﾃ（EHR)

HL7

HL７
拡張

EMREMR

CPR CPR

イメージ/マイクロ ｲﾒｰｼﾞ/ﾏｲｸﾛ

紙ｶﾙﾃ 紙ｶﾙﾃ

（普及済み）

普及済み

病院内、関連の
電子化と共有

病院内、関連
電子化と共有

HL7

病院、診療所向
け開発

病院、GP－
GPの開発(ﾚｾは別）

(ﾚｾは別）

HHSの要請で､IOMｶがｹ
ｱﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰを、HL7EHR
SIGが纏めてﾄﾞﾗﾌﾄ作成

日本医療
情報学会
電子ｶﾙﾃ
定義

ISOTC215 WG1 (１８３０８ 要求〔機能)ｺﾝｾﾌﾟﾄｱｰｷﾃｸﾁｬｰ）

社会基盤(ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ、ebXML,
Webｻｰﾋﾞｽ）

行政、公共、研究

業界

民間

ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ（ISOJTC１ SC32)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙアーキテクチャー

組織

機能 情報制
御

入出力

ERP(SAP R3等)
のﾓﾃﾞﾙ

ISO(RM-ODP),OMG/IEEE EDOCとISO 
HIPF,IBM社Zackmanダイアグラム(枠外）

概
念

論
理

物
理

How     When Why Who   What
IDSーSheer ARISﾓﾃﾞﾙ

ｺｱ機能 病院 救急

老人ホーム

ｹｱｲﾝｺﾐｭﾆﾃｲ

HI&D

RM
OE/M
DS
EC&C
PS
APR&
PHM

１ ２ ３

IOM EHR
機能リスト

Free 
Text x X

Templat
e XX XX

X

1-2004-5
2-2006-7
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    図２．３－３ 電子カルテにおける社会基盤としての標準化の概念 
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２．４ 電子カルテシステム導入の現状 

２．４．１ 電子カルテシステムの普及状況 

  新医療の 2002 年 7 月調査の結果から、電子カルテの普及率は、2002 年の病院で 2.5%、

診療所で 2.0%であった。この調査は、アンケート回答のあった医療機関のみを集計対象と

しており、実際に導入済であってもアンケート未回答の医療機関の数字がもれている。そ

のため、実際の導入施設数はこの結果よりも少し多いことが予想される。平成 14 年補正

の電子カルテ・レセプト電算処理システム導入補助事業で現在開発中の病院が 141 施設あ

ること、また 2002 年 7 月以降に導入を決定した施設、および自己資金導入の施設を約 50

施設と推定し、2003 年度末での病院での導入施設数は、420 施設と推定する。 

 一方、診療所における 2002 年 7 月以降の導入数の増加は、ベンダ納入実績を考慮して､

約 1800 施設と推定した。その結果、あくまで推定値であるが 2004 年 3 月時点での、電

子カルテの普及率は、病院 4.6%、診療所 3.8%となる。 

  

   表２．４－１ 電子カルテの普及状況 

 

 

 2002 年年 7 月調査 

    ( )内は普及率 

 2004 年 3 月推定   

    ( )内は普及率 

導入施設数     231（2.5%）     420（4.6%） 病院 

全施設数    9,187   ＊１    9,120   ＊２ 

導入施設数    1,921（2.0%）    3,700（3.8%） 診療所 

全施設数    94,819   ＊１    96,400   ＊２ 

                ＊１：厚生労働省 医療施設調査 2002 年度 

＊２：過去３年の施設数変動からの予測数 

 

 グランドデザインにおける普及目標との関係は以下のとおりである。2004 年度末までに

全国の二次医療圏（全国で 360 医療圏）ごとに 1 施設以上という目標は、達成の見込みで

ある。これは、2005 年 3 月までの導入病院数が全国の二次医療圏数を大きく上回る予定

であり、医療圏個々の導入件数までは分析できてないが、両者の数字の単純比較からであ

る。また、400 床以上では､2003 年 3 月調査で、全 857 施設中で 92 施設の導入であり、

普及率 10.7%であった。一般的な普及曲線の初期段階の 10%ラインを超えたので、今後は

グランドデザイン目標に向けて各方面からの普及施策が望まれる（2006 年度末、400 床以

上の病院と､診療所において普及率 60%以上）。 
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２．４．２ 電子カルテシステムの導入時作業について 

 電子カルテシステムの構築、導入における医療機関およびシステムベンダの作業内容の

現状についてまとめる。 

 オーダエントリシステム、および電子カルテシステムの導入が、検査、薬剤等の各種部

門システムの導入と大きく相違する点は、「部分最適」から「全体最適」にシステム導入の

主眼が移り、対象システムも複雑かつ広範囲になっていることである。そこで、全体最適

を目指す開発フレームワーク「EA（Enterprise Architecture）」における４つの重要な機

能（開発ステップ）から、現状の電子カルテシステムの開発の姿を分析してみる。 

 

           図２．４－１ ＥＡのフレームワーク 

 

（１）業務・システムの現状の可視化―――第１ステップ、現状（AsIs）モデルの作成 

 第一ステップは、現状把握である。対象とする組織の業務・システム全体を統一的な手

法で記述し、組織のトップの立場から業務・システムの全体像を把握できるようにするこ

とである。この場合の組織は、１医療機関、グループ全体の医療機関、または地区の病院

と診療所群などである。これまで多くの医療機関では、組織全体としてのビジョンが明確

になっていないまま、部門ごとにシステムの導入を進めてきた。このため、各部署が部門

　　政策・業務体系
(Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

次期モデル（ベストプラクティス）

ＡｓＩｓ

現状（ＡｓＩｓ）モデル

　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

　　　データ体系
　(Ｄａｔａ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

　　　適用処理体系
(Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

　　　　　技術体系
　　(Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

　　　Ｄａｔａ

　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

ＴｏＢｅ　

理想（ＴｏＢｅ）モデル

　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

　　　Ｄａｔａ

　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

移行計画､共通のルール､標準の策定　　　　
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における効率化を最優先し、全体としてはバラバラのシステムを導入・開発し、システム

の全体像を把握するのはなかなか困難な状態になっているのが実情である。電子カルテ導

入の第一歩は、業務・システムの現状を誰が見ても理解可能な現状（AsIs）モデルに整理

することであり、現状の「業務フロー図（WFA：Work Flow Architecture）」などに可視

化することから始まる。 

 業務・システムの現状の可視化において、重要なことが二つある。第１は、システムだ

けではなく業務そのものを明確に記述することである。業務分析に時間をかけて十分に行

うことである。また、第２点目は、業務分析の際に、今すぐシステム化の対象とならない

業務についても分析することである。これは、そもそも医療機関の業務は相互関連性が強

く、直面するシステム化対象範囲だけの業務分析では､業務間相互作用を見落とし、業務分

析が不完全もしくは完結しない結果となる。将来的なシステムの再編、統合をあらかじめ

織り込んでおくためにも、統一的、かつ全体の業務分析は避けられない。この第２点目は 

実際上は相当難しいが、分析対象のタイムスパン、およびシステム化予定範囲を設定して

行うことが望ましい。 

 業務分析と改善要素の抽出、解決方向のデザインは、コンサルティングやシステムベン

ダに本来は任せるべきではなく、医療機関が主体となって推進し、ベンダ等はあくまでも

助言または支援の立場にとどまるのが望ましい。実際、電子カルテ導入病院で比較的スム

ースに開発が進んだ病院では、「病院トップまたは、幹部の強いリーダシップ」、「導入プロ

ジェクトチームのメンバー、病院職員が目的を共有し、コンセンサスつくりに時間をかけ

た」、「導入プロジェクトメンバーには業務に精通したリーダシップある職員を選出した」

などが、成功要因になっている。 

 

（２）現状から理想目標に至るまでの移行計画と改善サイクルの確立（第２ステップ） 

          ―――理想目標（ToBe）モデルの整備と次期モデルの策定 

 第２ステップは、理想と考えられる目標（ToBe）モデルを整備し、現状との比較をしつ

つ、理想目標に至るまでの移行計画と共通のルール・標準（業務プロセスや取り扱うデー

タの標準化）を策定するフェーズとなる。 

目標モデルは、開発方針にもよるが、一般的には７～１０年後をターゲットに設定する。

それより将来については、技術革新や社会環境の変化により、理想とする目標自体が変化・

改善される可能性が高く、目標設定に無理がある。目標モデルは段階的に､第１次目標レベ

ル～第３目標レベルなどと設定する場合もある。具体的な例では、画像情報の扱い、現行

使用中の紙カルテの使用から全面電子化への切り換え、物流管理システムとの連携、原価
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計算を含む管理会計との接続、また病診連携など地域ネットワークの展開、等の実現時期

を設定することである。記述様式は、業務説明書、機能構成図、または機能情報関連図

（DFD：Data Flow Diagram）などである。業務フロー図（WFA）や UML クラス図、

ER 図（ERD：Entity Relationship Diagram）までは作成していないのが実情である。 

理想モデルを描いた後に、現実に合わせた次期モデル（ベストプラクティス）を作成す

る。次期モデルは、基本仕様書（RFP：Requirement for proposal）となり、記述様式は、

業務説明書、機能構成図、機能仕様書、ハードウェア・ソフトウェア要求仕様書からなり、

機能情報関連図、業務フロー図が添付される場合がある。一般的には、ここまでが医療機

関側が主体に進める作業範囲である。医療機関は、基本仕様書ＲＦＰをベースにシステム

ベンダ各社から、システム提案書および見積書を取得し、稼働ユーザの見学および、各社

のデモンストレーション・プレゼンテーションを比較検討し、ベンダを決定する。この場

合、ベンダは１社とは限らず、システムごとに最適のベンダからの調達を行う場合がある。

医療機関が複数のベンダと直接契約する場合と、代表となるシステムインテグレーション

ベンダと契約し、他のベンダの管理までを任せる場合とがある。 

 

（３）データ体系の明確化（データ資産の効用の最大化、第３ステップ） 

 第３ステップは、「データ体系の明確化」である。電子カルテのように広範囲のシステム 

の統合化・合理化では、機能ベースに加えてデータ資産ベースでのシステム統合や業務の

最適化が求められる。 

 例えば、電子カルテ基幹システムと各部門システム、医事会計システム等との接続が中

心で、業務の効率化、情報共有が主眼の状態から、原価計算など管理会計システムまで一

貫した整合性あるシステム、他施設との情報連携を行うシステム、患者へのカルテ情報開

示などオープンなシステムを設計するには、データ中心のアプローチのほうが機能中心の

方法よりも拡張性が強くなる。機能情報関連図 DFD を基に、UML クラス図を作成して、

業務ごとの分析の場合に陥りやすい機能中心業務分析ではなく、データモデル中心の分析

作業を行うことで、将来の業務・システムの拡張性・統合化に向けた業務分析が達成でき

る。 

 このフェーズは、各ベンダの提供するパッケージソフト（PKG）をベースに、ベンダが

主体となって進めることが一般的である。医療機関には、情報システムの専門要員がまだ

まだ少ないのが実情である。データ体系の明確化の成果物には、ER 図（ERD：Entity 

Relationship Diagram）、DTD（Document Type Definition）、XML スキーマなどがある。 
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（４）長期的な設計思想と技術の世代管理に関する指針（第４ステップ） 

 理想（ToBe）モデルを描く際には、業務・システム自体の設計思想を明確にすることが

重要である。長期的な患者中心のサービス向上を目指すには、医療機関トップが業務・シ

ステム改革に関する明確な方向性を示し、全職員が理解できるように文書化することが必

要である。そして、技術進歩を考慮しつつ、時代時代に応じた現実的な選択をして、次々

と旧システム、現行システムから新システムに円滑に移行していく連続性と既存データ資

産の有効活用を進めることが重要となる。 

 この長期的な設計思想を明確にすることが一番難しい部分である。例えば、Web ベース

のシステムへの移行、認証局基盤の PKI、HPKI など社会インフラの整備状況の活用、お

よび医療における安全性確保のリスクマネジメントシステム、個人情報保護法との関連で

の各病院でのセキュリティガイドラインとシステムで実現する範囲など、重要な課題は多

い。一方、健全な病院経営のためのＩＴ技術活用など、話題は尽きないが大きな目的と共

に限られた資源の中でのシステム実現のため、優先順位をつけて着実に推進する全体プラ

ンの策定が望まれる。 

 

• 注釈：EA について 

 企業や政府・自治体、医療機関など組織(enterprise)の業務手順や情報システムの標準化、

組織の最適化を進め、効率よい組織の運営を図るための方法論。あるいは、そのような組

織構造を実現するための設計思想・基本理念(architecture)のこと。何らかのコンピュータ

システムのアーキテクチャを示す用語ではない。 

 EA では、組織を構成する「人的資源」「業務内容」「組織」「社内で有する技術」などの

要素を整理し、階層構造化することで、組織全体に対する組織の一部分の構成要素の関係、

組織の一部分同士の相互関係を明確にする。その上で、業務プロセスや取り扱うデータの

標準化を行なう。 

 EA を導入する事で、巨大な組織内で複数の業務システムが別個に運用されていたもの

が標準化され、導入・運用コストの削減、重複した業務内容の統合を通じて組織の運営コ

ストの削減が可能となる。 

もっとも有名な EA の導入事例としては、1999 年に米国で策定された連邦政府の EA で

ある「FEAF」(Federal Enterprise Architecture Framework)がある。このなかで、EA

は 4 つの要素に分割され、定義されている。すなわち、業務分析、業務パターンの認識を

行なう「政策・業務体系」(BA：Business Architecture)、業務システムで用いるデータの

標準化を進める「データ体系」(DA：Data Architecture)、組織全体で用いられる業務モデ
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ルと実際の個別の業務との差を埋め、相互接続性を確立する「アプリケーション体系」

(AA：Application Architecture)、「技術体系」(TA：Technology Architecture)の 4 つであ

る。 

 

２．４．３ 導入コストとベンダの状況について 

（１）導入コスト 

 現在、電子カルテシステムのパッケージ化が進み、導入手順の簡素化から、導入コスト

が以前よりは下がっている。電子カルテシステムと一言でいっても対象業務や実現機能に

レベル差があるため、電子カルテの導入コストには大きな幅があるのが実情である。あく

までも、平均的な導入コストとして、１床当たり大病院では 150～300 万円、中小病院・

診療所では 70～200 万円、そして入院施設のない診療所ではトータル費用として 500～

1,000 万円程度と推定される（医療機関サイドの人件費、諸費用は含んでいない）。 

 また、規模により導入コストの内訳に大きな相違があり、わかりやすく表現すると下図 

のとおりである。導入費用全体のなかでＳＥ作業費の占める割合が大きく変化する。 

 このＳＥ作業費は、現状調査・分析、運用設計、ワーキング準備・進行、パッケージの

フィットアンドギャップ分析、パッケージカスタマイズ、新規プログラム開発、システム

テスト、および操作訓練・リハーサルなどの主に SE 人件費である。この SE 作業費の割

合を、品質を保ちつつ効率化により小さくするのが緊急の課題と考えている。 

 

（２）ベンダーの状況 

現在、電子カルテシステムのベンダの数は、年々増加しており約 50 社である。病院向

け電子カルテを中心とするベンダと診療所向け電子カルテを中心とするベンダと、両方対

象とするベンダとの３タイプがある。いずれも主なベンダ名は、３．２．１ ベンダ調査

におけるアンケート回答企業一覧表のとおりである。電子カルテシステムのベンダ別シェ

アは、最近の調査資料が市販されているのでここでは省略する。 
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     図２．４－２ 規模別の導入コストの項目別割合 
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２．５ 電子カルテシステムの世界の趨勢 

 電子カルテとしては紙カルテとそのバックアップとしてのイメージやマイクロフィルム

の活用が世界中で広く普及しており、その周りに病院情報システム(HIS)やその周辺シス

テムとして放射線関連や検査、診療報酬請求システム等が連携した段階まで来ている。欧

米では、EDIをベースにした DICOM、HL7他の標準が幅広く使用されている。国内では、

臨床検査や放射線のシステムが必要に応じてオーダエントリシステムや医事システムに接

続するようになってきており、DICOMや HL7といった標準の適用が厚生労働省のグラン

ドデザインにも示され、ようやく広がり始めようとしている段階である。 

世界的に見ると医療費の節減を求める一方、医療品質の向上や患者安全への要求はかっ

てない高まりとなり、全国レベルでの対応が医療情報システムに期待されている。この解

決のよりどころとして電子カルテによる医療情報の共用と活用が期待されており、医療機

関内を中心とした電子カルテ(EMR)がここ数年試行されている。 

電子カルテ(EMR)については、診療所のような限られた利用ではうまく適用されている

一方、大学病院などの大規模への適用ではいろいろの課題が指摘されている。また、本格

的な電子カルテ(EHR)に向かっては、共通的なインフラとしてデータの互換性、システム

の接続性、そして長期間のセキュアなデータ保管、などを可能とするためのアーキテクチ

ャやインタフェース標準化が必須であり、さらに既に稼動しているシステムとの連携も必

要となる。 

ここ 10年来、EHRのアーキテクチャやインタフェースの研究開発や標準化が進められ

てきた中で、この数年急激に EHRのプロジェクトが欧米先進国で始まっているのは、2005

年に向けた電子政府樹立による IT社会基盤が EHRにとって必須であることと、電子政府

のプロジェクトの目玉として国民に対してのアピールが大きいことによる。特に、米国で

は 9/11以来テロ対策として、欧米では NATOを中心とした防災対策などでセキュアな社

会基盤の確立が優先的に進められ、これらは EHR にとって重要なインフラとなる｡また、

米国での HIPAA 法によりセキュリティやプライバシに関する法制化による詳細な規程は、

いろいろな意味で各国にも大きな影響を与えている。実際の EHR プロジェクトでは、こ

うした社会基盤の上にその国により優先度の高いアプリケーション(電子処方箋、電子請求、

電子予約他)を先行させ、EHR データの収集環境を整備する中で既存のシステムとの連携

を取り、段階的に EHR を開発する進め方は EHR の具体的な進め方として有効な方法で

あろう。 

こうした背景の中で、ISO、CEN、HL7 などにおける EHR の標準化も加速しており、

OpenEHRや IHEなど標準化組織以外とも連携が進んでいる。これらの関連詳細を図２．
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５－１に纏めた。 

EHRのシステム構成とﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ
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システム構成

システム特性

データやシステ
ムを共有し運用
管理を一元化す
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的なサービスが
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必要に応じて徐々に浸透

EHRは長期間をかけて段階的に拡大。当初はまず
2/3の機能が病院、救急などの分野ごとに、各国ごと
に。ケア関係と2次(計時）的で分割保存の上連携

標準はフレームワークは、HL7メッ
セージ交換、 ISO,CEN, openEHR
などが融合される。

図２．５－１ EHRのシステム構成法と各国の EHR開発ロードマップ 

 

２．５．１ オーストラリアにおける EHRプロジェクト (www.health.gov.au) 

 オーストラリアは 1997年に欧米先進国に先駆け、成長への投資として 2001年の電子政

府樹立を宣言した。また 1997 年には HL7 を医療情報用メッセージとして認可し、1999

年から 2001 年にかけ電子政府とも連携し、医療制度改革にも実験的、臨床的に挑戦し、

セキュリティと認証(PKI)、オンラインサービス、記録管理等医療情報システムのベース

となる開発を進めた。2001年 9月から 2006年まで第 2次計画として情報の共用と民間と

の連携を基本に ITによる医療の長期的戦略的リフォーム 5年計画 Health Online プロジ

ェクトを推進中で、EHR 標準化に積極的な役割を果たすと同時に東南アジアでの医療情

報ビジネスの展開を目指している。現在、次のプロジェクトが推進中である。 

（１）意思決定支援システム（NEDS 2002年５月から) 

 NHIMAC の指示により、国としての意思決定支援システムの検討を決めタスクフォー

スが 2002年 11月に設定された。 

（２）EHR (NEHR 2003年 6月より 3年間) 
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 EHR は OpenEHR 等で既に研究開発が進んでおり、その実現基盤として Health 

Connectプロジェクトを立ち上げた。 

（３）Health Information Privacy （2003年 4月から）  

 セキュリティと認証は、既に 1次計画でゲートキイパとして実現済であるため、2次フ

ァンデーションとしてプライバシとデータプロテクションのサポートを Health Connect

とも連携して行う。 

（４）Health Information Standard 

 2000 年 10 月より標準による品質、安全、効率、効果のアップをするために設立され、

NHISACのもと計画を作成している。標準化を独立させて推進していることは、この国が

世界の 3年先を行くという国としての意思の現れであろう。オブジェクト技術、ワークフ

ロー技術､ドキュメント管理技術やセキュリティ技術に関して、DSTC など大学関連研究

開発組織が OMG等に積極的に参加し標準化をリードしている。 

（５）Supply Chain Management 

 2000年 6月から KPMGにコンサルを受け、医療の物品調達の改革、会計と診療報酬請

求の分野にも ECを導入した改革を推進。2001年 12月に計画書を作成している。 

（６）Telehealth  

 2000年 6月からニュージーランドとの間を含めた計画を推進。 

 

このほかオーストラリアでは、州の権限が強く、実際の展開はモデルとなった州の進め

方によるため、表向きの話と実態の間のギャップもおきやすいとのことである。また、ヨ

ーロッパの GEHR/OpenEHR、CEN、ISO、HL７他標準化組織に積極的に参加し、最近

は多くの面でニュージーランドとタイアップしている。GDPの 8.5%が医療産業で、国内

最大の産業として今後ますます重要な位置付けとなるため、きわめてダイナミックな動き

がとられており、Webでの積極的な情報公開や活用も行われている。これらの関連を図２．

５－２に纏めた。 

 

２．５．２ カナダにおける EHRプロジェクト (www.infoway-inforoute.ca) 

カナダにおける EHR プロジェクトはカナダ政府の電子化のフレームワークとしての

EAである Federated Architecture（部門システムから部分共通、統合さらに共有といっ

た進化によって政府業務と情報技術を関連付ける）に沿い、2002年 6月に「相互運用の 
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ｵｰｽﾄﾗﾘｱの医療情報システム
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を指定、HL7ﾒｯｾｰｼﾞ検証センターを設立

病理学用、患者管理用としてｵｰｽﾄﾗﾘｱ規格に

さらに技術委員会として、患者管理、病理学、
登録ﾒｯｾｰｼﾞ、医薬処方箋､免疫、退院/紹介を
設定

HL7に積極的に参加しｵｰｽﾄﾗﾘｱでの必要事
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ISOTC215 EHRのﾚｺｰﾄﾞﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
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ｽﾄﾗﾘｱ政府は1997年にHL7を医
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NHIMACの指示により国としての電
子的な意思決定支援システムの検討
を決めタスクフォースが2002/11に設
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openEHR(GEHR)
ﾖｰﾛｯﾊﾟ出始められたGood European EHR
がｵｰｽﾄﾗﾘｱに引き継がれ、さらにopenEHRと
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HL7に対してもﾊｰﾓﾅｲｼﾞﾝｸﾞを行うEHRSIGが
作られ、電子ｶﾙﾃの世界として世界的な役割
を果たしている。

医療産業がGDPの8.5%

図２．５－２ オーストラリアの医療情報システム開発 

 

ある EHR ソリューションで世界的なリーダになる」との位置付けで、戦略的投資組織

Infowayが政府と民間からの投資で設立された。EHRに関しての調査検討を大規模に行う

中で、標準を重視し積極的なプロジェクト計画の推進と投資資金の確保活用を進めており、

国内はもちろん海外に向けたビジネスの展開も目指している。カナダは州を軸とした医療

サービスを展開しており全体の計画、標準化やプロジェクトの推進はカナダ全体として中

央で纏めているが、実際の推進は強い権限を持つ州を軸に状況に応じて進められる傾向が

ある｡当初の 18ヶ月での成果と今後 3年間の計画について以下にまとめてみる。 

（１）18ヶ月の成果 

 Infowayが立ち上がり、EHRソリューションの基盤となる Infostructure (Information 

+Infrastructure の合成語)の基本設計とレジストリの立ち上げが完了し、データモデルと

キーとなる標準として、セキュリティとプライバシの標準を設計中である。並行してアプ

リケーションサブシステムの開発も進められ、電子請求(NeCST)、EHRラボラトリ、EHR

診断、医薬情報システムなどが進んでいる。特に、NeCSTは HL7V3メッセージを利用し

た EC化が行われ、HL7での標準化と合わせ国内２州での適用も予定されている。このプ
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ロジェクトでは国際標準化に積極的に参加する一方、自国に合わせた適用と、実際のシス

テムの現場への適用を円滑にするためのチェンジマネージメントに力を入れている点は注

目に値する。 

（２）今後 3年間の計画 

 既に民間からの参加も含め 1000 億円以上の資金を集め、地方への展開でエキスパート

エンジニアが 1500から 2000人の参加が必要となり少なくとも 2000億円以上のプロジェ

クトになることが見込まれている。 

。

ｶﾅﾀﾞの医療情報システム

EAﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
案件決定と
投資意思決
定のﾙｰﾙ作
成

定量的、定
性的効果と
ﾘｽｸ要因定
義

案件ごとの情報化
計画作成､ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｹｰｽとして文書化

ｼﾅﾘｵごとの ｺｽﾄﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ分析

ｼｽﾃﾑ導入

CIOｵﾌｨｽ 会計担当部局承認

ﾗﾋﾞﾘﾝｽ（部局
単位のｼｽﾃﾑ
化）

ﾕﾆﾌｧﾝﾄﾞ（官民
問わず相互運
用性達成）

ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾃｯﾄﾞ（情
報ｲﾝﾌﾗ共有、AP
標準化がほぼ達
成）

情報共有

標準化

Ｆｅｄｅｒａｔｅｄ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅの進化

政府業務と情報
技術の関連つけ

ﾎｰﾙﾃﾞﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ
（部分的共通ｲﾝ
ﾀｰﾌｪｰｽ、ｲﾝﾝﾌﾗ
共有、標準化

EMF (Enhanced Management Framework)

予算管理や業績評価

人、組織ﾓ
ﾃﾞﾙ（関連
者/役割）

ﾌﾟﾛｾｽﾓﾃﾞﾙ
（個人､ﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ）

情報ﾓﾃﾞﾙ
（医者、公
共）

技術、APﾓ
ﾃﾞﾙ(AP,ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ）

ｶﾅﾀﾞEHR
ﾓﾃﾞﾙ（複
数管轄地
間相互運
用）標準

Canada Health Infoway Inc.（ＣＨＩ）

投資型

（戦略的投資組織ーﾍﾙｽﾐﾆｽﾀｰ，公共、民間からの投
資）－２００２/６ $５００M,さらにTelehealth込みで＄６
００Mの計＄１．１Bを集め、既に１年以内で１７ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄに＄１５８Mを投資、地域分担(ﾈｯﾄﾜｰｸ、機器など）合
計2000億円規模 地域(州など）でｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ再利用

３年計画（６主要ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

InfostructureーInforstructureｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄとｻｰﾋﾞｽ
国内の５０％に、EHR開発の将来
青写真(ﾒｯｾｰｼﾞﾝｸﾞ標準等)や統合
ﾂｰﾙｷｯﾄを開発普及

ﾚｼﾞｽﾄﾘｰーﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ､ｸﾗｲｱﾝﾄ用のAP提供、運用計
画、全国展開

医薬情報システムー相互運用ｼｽﾃﾑ、１地域に実装､
他の地域に、どの地域でも運用
可に、国内医薬ﾒｯｾｰｼﾞ標準

診断ｼｽﾃﾑ(DI)-１２病院に共用PACSと蓄積を導入

ﾗﾎﾞ情報ｼｽﾃﾑー投資戦略、最初の投資

ﾃﾚﾍﾙｽー投資戦略､３ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの承認

２００２/６以降(１８ヶ月の成果）
Inforwayの立ち上げ-完了

ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ設計ー基本設計完了、２ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ完、
ﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙとｷｰ標準開発中､ｾｷｭ
ﾘﾃｲ､ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼー標準設計中

HER医薬ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄでのｱｰｷﾃｸﾁｬｰﾃｽﾄー州単位
の医薬情報システムを郊外センターで､ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ
の相互運用性やｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄやﾂｰﾙｷｯﾄを利用して
実施中

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾀｰｹﾞｯﾄーEHRラボ、EHR診断(DI),ﾚｼﾞｽﾄ
ﾘｰ医薬情報システム、NeCST
請求書ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（CIHI)

ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵー６ヶ月ﾌｪｰｽﾞ

ﾁｴﾝｼﾞﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄーEHRやﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰへの消費者
態度の研究完了

市場調査とｺﾐﾆｹｰｼｮﾝーEHRに対しての市場調
査やｺﾐﾆｹｰｼｮﾝの実施中

知識の共有と伝達ｰｾﾐﾅｰやﾜｰｸｼｮｯﾌﾟﾔｵﾝﾗｲﾝ知
識登録実施中

ﾊﾟｰﾄﾅ /ーﾌｧﾝﾄﾞー地域での募集計画中

Infoway Pan-Canadian EHR Survey

2001/2002末調査（全ｶﾅﾀﾞ医療情報システム調査）

ＥＨR定義ーカナダに住む個人のｾｷｭｱでｷｰとなる
ﾗｲﾌｻｲｸﾙの健康と診療情報を医療情報システムの中
で提供する

一次ﾃﾞｰﾀとして病院や地域における医療情報システ
ﾑ次のﾌｪｰｽﾞとして診療やｻｰﾋﾞｽ関連

主要調査の3項目
ＥＨＲｼｽﾃﾑｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ

ＥＨＲｿﾘｭｰｼｮﾝに関しての
関連者からのヒヤリング

国際レベルのＥＨＲ調査

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｲー標準レビュー
国、州などの地域分担
民間部分
追加ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ部分
現地調査とｺﾝサル
分担のベストﾌﾟラクテスレビュー

2002-2003調査

結論
ﾁｴﾝｼﾞﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄとﾌﾟﾛｾｽ変更

ＩＴと標準の徹底

現在実施中のｼｽﾃﾑを含む知
識の共有

ＮｅＣＳＴ（eClaimｓ)ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｐａｎ-Ｃａｎａｄｉａｎ標準としてＥＨＲのｷｰ部分を構成する医療
の請求書部分である。ＮｅＣＳＴＶ１．１で、ＨＬ７のＶ３の標準
ﾒｯｾｰｼﾞとして提案中。2州で（オンタリオ州労働者安全&保
険機構ーＷＳＩＢ、ＢＣＥ Emergis Inc)整体と物理療法での
適用が決定。さらに医薬請求規定の完了、病室ﾁｬｰｼﾞ関連
の検討

ＩＳＯＴＣ２１５

ＨＬ７

ｶﾅﾀﾞにおける医療費請求にかかる経費の70%は政府公共
が負担し30%は民間が負担し。 NeCSTはこれら保険請求の
処理がバラバラに行われていたものをECのイメージで実現す
ることにより医療管理コストの軽減による節約とﾍﾞﾈﾌｨｯﾄを与
える。非常に多くの関連者の参加でこれらの情報で患者が最
も適切な対応を受けることのできるものを判断でき、ﾋﾞｼﾞﾈｽを
広げEHRにも役立つ。

（ISOに関して積極的役割を果た
している）

(HL7の
PA,FA、
M&Mに関し
ても非常に
積極的な役
割を果たし
ている）

２００７年まで
にpan-Cana
dianEHR

ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄに
ついては今
後

２０００．４開始

２００２/3 
Canadian  
Advisory 
Committee 
(Health 
Canada)

EHRｿﾘｭｰｼｮ
ﾝの基盤

e-Claimｓ

ｵﾗﾝﾀﾞ、
台湾
（V2)で
使用予
定

HISや病
院管理は
やらない

CHDMとRIMﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ

政府、公
共、民間
投資エキ
スパート
1500-
2000人）

EHR
ﾃﾞｰﾀ
の
80%

（相互運用性のあるＥＨRｿﾘｭｰｼｮﾝで世界
的リーダーに）

(意思決定、
知識共有）

CIHI ( Canada 
Institute Health 
Inf.) 1991-

政府、地域連合体の
組織で、Health ｲﾝﾁﾃﾞ
ｹｰﾀ,標準化、DB作成､
ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ、報告、教育
などを実施

ﾚｼﾞｽﾄﾘｰ、NeCST
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを担当 HL7ｶﾅﾀﾞ

EHRﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

CSA(規
格協会）

70団体以上＊

＊－CAN/CGSB－７２．３２
証拠書類としての電子記録
標準(規格)2004交付予定

＋(今後）
電子署名と証拠となるための要求事項
保有と廃棄の要求事項を示す規約
デジタル情報の長コ保存

図２．５－３ カナダの医療情報システム構想 

 

 

EHR ソリューションの基盤となる Infrastructure コンポーネントとサービスを国内の

50%に普及させ、EHR開発の青写真（メッセージ標準等）や統合ツールキットの開発と普

及を図る。さらに、医療提供者にクライアントやアプリケーションを提供し、運用計画や

全国展開をレジストリとしてサポートしていく。また、主要アプリケーションが EHR の

80%のデータを占め、意思決定支援の上からも重要となるため、医薬情報システムをまず

1地域に実装し、他の地域から全国どこでも運用できるようにする。12病院に PACSを導
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入し、ラボラトリシステムについても積極的に投資を行う。Telehealthも 3プロジェクト

への戦略投資を行う。またカナダでは国としても記録管理や長期保存の標準化にも力を入

れている。これらの関連を図２．５－３に纏めた。 

 

２．５．３ 英国における EHRプロジェクト （www.nhsia.nhs.uk、www.chime.ucl.ac.uk） 

 英国も 1997年から電子政府構築の動きがあり、1999年 7月に内閣府の下に電子政府の

政策や業務の電子化を立案する Envoy オフィスを設置した。英国では、Web ベースの行

政サービスが広範囲に行われ、ポータルサイトやバックオフィスシステムとの連携も行わ

れたため、必要となる省庁間の相互接続のための業務プロセス改善にも力が注がれた。こ

の実現のために、必要な政府業務の体系化や技術、業務プロセス、情報の格納方法などの

整理を実施した。現在、ワークフローのトップベンダは英国の会社であり、英国以外の多

くのベンダも英国政府関連のプロジェクトを手がけ参入している。業務プロセスの分析結

果は、XMLで定義され 2000年 11月に e－GIFバージョン 1に纏められ、英国政府の EA

として確立された。現在はバージョン 4まで進んでいる。 

一方、2002年 10月に発表された医療 IT国家計画（NPfIT）の中では、「必要な時に必

要な場所でより良い情報に基づき患者のケアやより良い保健を提供する」ことを目的とし

て、NHSが 9年間に 1兆円(2005年の EHRアクセスまでで 4,000億円)を投じて EHR開

発を推進中である。英国では、紙のカルテが 1 兆 3500 億枚にも達しておりこの管理だけ

でも膨大の費用がかかっている。NHS は、百万人以上の従業員を抱える英国最大の組織

であり、国が運営している。このプロジェクトでは、医療の近代化を目標として、「国と地

方を結びデータの共有やメッセージの交換を行い医療の改革を進めるために標準ベースで

進める」ことにしており、また長期的視点で産業界と連携し速やかに対応し商品の提供が

できるように国レベルと地域に分割した入札を段階的に行うように配慮しつつ、史上最大

規模の入札を行っている。 

また、英国は EHR モデルの標準化においてもヨーロッパをリードした研究開発プロジ

ェクトを長年にわたりホストしてきており、最近では HL7V3 をメッセージ交換のインフ

ラとして採用するなど大胆な決断を行い、世界各国で進められている EHR プロジェクト

の中でも存在感を示している。今回のプロジェクトでの重点事項は次の通りである。 

（１）電子統合診療記録サービス（ICRS） 

（２）電子予約 

（３）電子処方箋 

（４）先端 ITインフラストラクチャ 
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2003年末までに国家レベルの発注が行われ、5地区についてはその後で発注が行われ

る。電子予約については、既に発注済みである。これらの関連を図２．５－4に纏めた。 

英国の医療情報システム

EAﾌﾚｰﾑﾜｰｸ（eーGIF)

業務ﾌﾟﾛｾｽ管理
XMLｽｷｰ
ﾏ定義

各省庁や行政機関の間で標準化要
の政府業務の体系や技術、業務ﾌﾟﾛ
ｾｽ、情報の格納方法などを整理

２００１/11e-GIF V1

V4.0
技術と業務の
統制中心〔ﾎﾟｰﾀ
ﾙ､ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ）

1997- 1999/7 e-Envoyｵﾌｨｽ

UKｵﾝﾗｲﾝ
（Webベース
行政ｻｰﾋﾞｽ）

２００２/10

医療IT国家計画（NPｆIT)
（NHS近代化ー必要な時に必要な場所で
より良い情報にもとずき患者ケアやより良
い保健を提供）

重点事項

１．電子統合診療記録ｻｰﾋﾞｽ（ICRS)
２．電子予約
3. 電子処方箋
4. 先端ITｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ

2003末までに国家レベルの発注、5地区に
はその後で、電子予約は発注済

£２．３B（＄３．８B)
約4000億円/3年

標準ベースのNPｆIT
英国の医療の国及び地方を結んでﾘｰﾀﾞｼｯﾌﾟと方
向を改善するため、標準をベースにしている。（ま
ずｵｰﾌﾟﾝな国ﾚﾍﾞﾙのﾃﾞｰﾀとデータ交換標準）

長期的視点で、産業界と連
携し、速やかに対応したり、
商品の提供できるようにし
ている

NHS情報標準局 HL7をICRS用
の標準と認定

（RIM,ﾒｯｾｰｼﾞ標準、
明快で供給者や関
連者によるオープン
な開発やコンサル
テーションが可能）

HL7UK

ﾒｯｾｰｼﾞﾃﾞ
ｻﾞｲﾝﾌｫｰ
ﾗﾑ

HL7V3にもと
ずくｺﾐｭﾆｹｲｼｮ
ﾝ分析及び要
求ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ

有
識
者

国際的
な標準
と共有
へ

最初の実装
は2004の夏

設計分析ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘｰ

開発環境と連携したﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ分析、ﾒｯｾｰｼﾞ設計、

ﾂｰﾙ開発 HL7
関連と
共有

NHS （National Health Service)

１９４８－必要に応じた医療の提供

（百万人に従業員を抱え、£50Bを使う
英国最大の組織である）

１．1.4M人がNIISから自宅で支援を受け
2.800,000人ｶﾞ外来として病院に
3.700,000人が歯医者にﾁｪｯｸに
4.700,000人が地区の看護施設に
5.10,000人のベービーが生まれ
6.150,000人が足治療士の治療を
7.50,000人が救急車で
8.1.5Mの医薬ｱｲﾃﾑ処方箋を
9.1,200の股関節手術を
10.3,000の心臓手術を
１１．１，０５０腎臓手術を

1兆3500億枚の紙の患者記
録

２００７/12までにEPRへ

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ管理が重要な要素
（患者がｵﾌｨｽを訪問したり、手術
や他の手順を行う前に医療の意
思決定をよりしっかりコントロール
し責任を持ってやることができるよ
うになる） 医師や看護士は患者
の個人情報の共用ができる）

2005
/3か
らｱｸ
ｾｽ可
に

図２．５－４ 英国の医療情報システム構成 

 

 

２．５．４ 米国における EHRプロジェクト （www.egov.gov） 

 米国の EHRプロジェクトは 2003年に入り急速に顕在化し加速化した。メッセージ交換

(HL7)や放射線関係(DICOM)などを中心に多くの関連業界が連携し、IHEとして統合化を

促進しているほか、海外への展開も急速に進んでいる。米国における EHR の研究開発プ

ロジェクトは、ヨーロッパなどにはだいぶ遅れ 1997年から GCPRとして政府、軍や大学

関連が協力して推進されてきた。 

HL7V3 についても、オーストラリア、カナダ、英国はじめ米国以外の国々が先行して

プロジェクトを推進し、実装も積極的に行ってきた経緯がある。これは、米国内は HL7V2

が広く行き渡っており、既に多くの投資が投下されていることが要因と言われている。そ

こで、HL7としては、HL7V3とのブリッジとして HL7V2.5/V2.6を位置付けて標準化を
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推進してきている。 

EHRについては、HL7に対して2002年10月にHL7V3を積極推進している国々やCEN

などから EHRに向けた検討の働きかけがあり HL7内に EHR-SIGを設立した。2003年

の 8月、米国 HHSから 2004年度中に EHRの機能モデルの標準化を行い、適用基準を満

たしたところにはインセンテブを与えるとの発表があった。さらに、用語コードとして最

も先行している SNOMED-CT を国が買い上げ国内では無償で使用できるようにした。こ

の舞台裏では、多くの政府関連機関が連携し、1 年という極めて短い期間で標準化を強行

するという強い意志があった。 

米国の電子政府プロジェクトは、1996年から Federal Architectural Initiativeとして

検討が進められ、2001年から政府全体の改革のためのフレームワークとして OMBにより

開発され FEA(Federal Enterprise Architecture)として具現化された。ビジネス参照モデ

ル、パフォーマンス参照モデル、データ参照モデル、アプリケーション機能参照モデルや

技術参照モデルなどの 5モデルから構成され、予算統制の切り札として効果を挙げ、最近

日本政府でも EAの導入を決め現在試行中である。 

HL7関連でも CDCや FDA等は V3(モデル)ベースでのメッセージ開発を積極的に推進

している。今回の機能モデルの推進による EHR開発は 2004年から 2010年にかけて 3段

階で開発を進めようとしており、HL7V3 の拡張としての実現を目指している。機能モデ

ルはケアセッテングを中心にまず病院、開業医、看護ホーム、コミュニティケアや個人ケ

アごとに設定する。病院についてのケアセッテングは、機能別に直接ケア(ケア管理、意思

決定支援、オペレーション管理とコミユニケーション)､サポーティブ(診療支援、測定/分析

/研究と管理/会計)、情報基盤の 3分類となった。そして、これらは国別に設定する考え方

に落ち着いた。これらの機能構成項目ごとにプライオリテイ（即必須、将来必須など）が

決められる。 

米国は、今後とも規模とスピードの点で他を圧倒しており EHR プロジェクトしても最

も注目していく必要がある。これらの関連を付図―10に纏めた。 

 

２．５．５ その他の動き 

 その他の動きとして、今後さらに追加の調査が必要と考えるが、欧米ではドイツ、オラ

ンダやフィンランドなどの北欧諸国や東南アジアでは韓国や台湾といった国での動きが注

目されるので簡単に纏めてみる。 
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。
米国電子政府（FEA)と医療情報システム

ＦＤＡ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）
＊政府全体の改革のためのビジネスﾍﾞｰｽのﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
＊ＯＭＢより開発
関連のある参照ﾓﾃﾞﾙの集まりとして構成される
２００１年大統領令の電子政府優先２４項目達成のｷｰ

Ｆｅｄｅｒａｌ Ａｒｃｈｉｔｅｃｕｔｕａｌ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅｓ（１９９６か
ら検討２００１から実施）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ参照ﾓﾃﾞﾙｰﾗｲﾝｵﾌﾋﾞｼﾞﾈｽ､ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ、お客、

ﾊﾟｰﾄﾅｰ
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ参照ﾓﾃﾞﾙー予算/ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ統合、政府全

体のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ測定と結果、ﾗ
ｲﾝｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ毎のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
測定と結果

ﾃﾞｰﾀ参照ﾓﾃﾞﾙーﾞﾋｼﾞﾈｽにﾌｫｰｶｽしたﾃﾞｰﾀ標準､ｴｰｼ
ｴﾝｼｰ間の情報交換

AP機能参照ﾓﾃﾞﾙー能力、機能
ﾃｸﾆｶﾙ参照ﾓﾃﾞﾙーＩＴサービス、標準

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
駆動ｱ
ﾌﾟﾛｰﾁ

国民へのｻｰﾋﾞｽ
公共財の管理
市場性のある財の管理
防衛と国家安全オペ
外交と対外関連
災害管理
国内経済
教育
ｴﾈﾙｷﾞｰ管理

保険
公衆衛生
ﾚｸと国内ﾘｿｰｽ
社会ｻｰﾋﾞｽ
R&D&科学

規制認可
消費者安全
環境管理
法執行
法制
歳入
貿易(輸入、輸出）
運輸

労働力管理

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ管理 遵守

ｻｰﾋﾞｽ提供の支援
立法管理
情報のﾋﾞｼﾞﾈｽ管理
IT管理
計画とﾘｿｰｽ割り当て
取り締まり管理

ｺﾝﾄﾛｰﾙと監督
公共事務
内部危機管理と緩和
連邦財務支援

人材管理、財務管理、供給管理 人材管理、財務管理、供給管理

内部運用/ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ

ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ間 ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ内

ﾋﾞｼﾞﾈｽ領域

ﾗｲﾝｽﾞｵ
ﾌﾞｼﾞﾈｽ

内部ﾗｲﾝｽﾞ
ｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ

ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾌﾞ機能

（Rev1)

機能的
な階層で
予算や
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝ
ｽ報告の
根拠

作成中

＊ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑやﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾝの運用支援のための集約ﾚﾍﾞﾙのﾃﾞｰﾀ情報ﾓﾃﾞﾙ
＊連邦政府と対応するｶｽﾄﾏｰ、選挙区民やﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰとの間でやり取
りや情報交換のタイプの記述支援
＊政府情報を概略と分解した内容に分類する
＊連邦ﾃﾞｰﾀと重複したﾃﾞｰﾀﾘｿｰｽＩＤ化のための共通理解のための分類

＊連邦政府内や政府間及び外部関連部署との情報交換に関係するﾌﾟﾛｾ
ｽの合理化
*ひとつの累積したものに対してﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾝﾍﾞｰｽで作成

ＣＤＣによるＮＥＤＳＳ

ＮＥＤＳＳ－州や地方における効率的、統合化され綜合運用
性のある調査ｼｽﾃﾑ開発のために国のデータや情報システ
ム標準を使用した広域ｲﾆｼｱﾃﾌﾞ

ﾃﾞｰﾀ標準（概念データモデル、ｗｗｗ．Ｃｄｃ．Ｇｏｖ／ｃｉｃ）
ＨＬ７ＲＩＭとﾊｰﾓﾅｲｽﾞ
ＮＥＤＳＳのｱｰｷﾃｸﾁｬｰ(同上）

ﾂｰﾙ(医療システムから保健部門に電子データを伝送する）

ｱｰｷﾃｸﾁｬｰ（統合ﾃﾞｰﾀﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘｰの上に作られた）:単一ﾊﾟｲﾌﾟ
ﾗｲﾝ

ｾｷｭﾘﾃｲ標準（ＨＩＰＡＡ遵守）

伝染病から開始（ただし全体を意識して）

公衆衛生ﾒｯｾｰｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
（HL7)
病気伝達通知、安全ﾍﾞｰｽ報告、

バイオテロﾚｽﾎﾟﾝｽ、ﾊﾞｲﾀﾙ統計

（ＨＬ７２００３．１Ｔｕｔｏｒｉａｌ革新的ＣＤＡ標準の早期実装より）
日本政府内ｼｽﾃﾑ構築が全面的に変更

（２００３．３各府省情報統括責任者（ＣＩＯ)連絡会
議においてＥＡ採用、そのための専門家のため民
間人の採用決定）-日経ｼｽﾃﾑ構築２００３．５月号

ある省の分析
結果を抽象化し、
参照ﾓﾃﾞﾙとして
各省で共有す

る。ｼｽﾃﾑの共
有や統合も容
易になる

各府省
抽象化した
EA参照ﾓﾃﾞﾙ

CIO連絡会議

CIO補佐連絡会議

BA ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｷﾃｸﾁｬｰ （政策、業
務体系）－BP,DFD、ER

DA ﾃﾞｰﾀｱｰｷﾃｸﾁｬｰ

AA ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱｰｷﾃｸﾁｬｰ

TA
ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱｰｷﾃｸﾁｬｰ
（ﾈｯﾄﾜｰｸ体系）

EA策定

現状EA 次期EA 理想のEA

IT投資プログラム

各ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ支援

各課ｼｽﾃﾑ構築

参照ﾓﾃﾞﾙの作成

CIO
補佐
官の
仕事

ｼｽﾃﾑ
構築

各省での
EA策定

情報共有

EAのﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
は省のﾚﾍﾞﾙで、
業務ﾓﾃﾞﾙ、
データモデル､ｱ

ﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝや利
用技術ｱｰｷﾃｸ
ﾁｬｰを定めたも
の

連携の必
要なシス

テムの統
合化と
RFPの充
実化

国民の
利便性
向上の
大目的
に沿っ
て全体
最適化
をのも
と計画
と構築
を支援

経済産業省商務情報政策局が２００３．１-３が人事給与を
対象にﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施。２００３年度中に政策、業務
全体におけるベータ版作成予定。（CIO補佐官は３５年間ｿ
ﾌﾄｳｴｱｰの開発体系の技術リーダやマネージャーを経験）

政府の業務知
識やﾓﾃﾞﾙ化の
スキル、情報技
術の知識や将
来動向の予測､
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞ
ﾒﾝﾄｽｷﾙなどが
必要で外部委
託も実施

大企業
でｼｽﾃ
ﾑ再構
築の経
験者

ジョージア州の事例

BA

DA

AA

TA

共通基盤

＊EAによるIT投資管理
＊APﾌﾚｰﾑﾜｰｸ
＊ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理ﾌﾚｰﾑ
ﾜｰｸ（各種標準書）
＊ｾｷｭﾘﾃｲ
＊ｼｽﾃﾑ連携方法

５年間で全て一回の接続でｵﾝﾗｲﾝサービス

ﾃﾞｰﾀは各部署で共有、州政府と自治体

州政府と連邦政府で連携できる仕組み

以前は自動車免許更新ｼｽﾃﾑに
２年間で６２００万ドルかかったも

のが、６週間で２５０００ドルで開
発できた

（日経ﾊﾟｿｺﾝ１２/5-22)

DA

BA

AA

TA TA

AA

DA

BA

科研標準的
電子ｶﾙﾃ

EM

IM

CM+EM

共通基盤

TM

電子政府ｲﾝﾌﾗ、
業界ｲﾝﾌﾗ

電子政府､他業界

業界として電子政府、他業界に働きかけ

必要な
連携の
確保

EA-組織全
体のｱｰｷﾃｸ
ﾁｬｰで、事
業戦略とｼｽ
ﾃﾑ戦略の長
期的対応を
とるための
もの

 

図２．５－５ 米国政府が進める医療情報システムの計画 

 

（１）ドイツ、オランダ、フィンランド等の動き 

ドイツは電子政府計画等を持ち、技術中心ではあるがシステム統合のモデル(ISO10746 

RM-ODP)による EA も確立している。ドイツは、また HL7 や DICOM の活動にも積極

的で、HL7の海外メンバ 27カ国を束ねる委員長もドイツ HL7の代表であり、HL7の中

で重要な位置付けにあるドキュメント交換アーキテクチャ CDAの推進者でもあり、CDA

カンファレンスを主催している。また、フランス、スペイン、イタリアなど周辺ヨーロッ

パへの HL7の普及にも積極的である。医療機器の大手ベンダも標準化に積極的で会議の

ホストや HL7 の多くの委員会でもリーダとして活躍している。現在、HL7V2 の紹介ハ

ンドブックを作成し、HL7 データベースの作成保守を行っている。HL7CDA を使った

SCIPHOXプロジェクトのフェーズ Iとして、病院と開業医間の退院レターと紹介状、フ

ェーズ II として、電子処方箋とセキュリティについての標準化活動が国の機関も参加し

て開始されている。 

オランダは、HL7V2.4 を国の標準として採用しており、実装ガイドも作成している。

HL7Universityとしての講座を設けており、HL7のコンサルタントビジネスと位置付け、
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HL7の対外的なアピール活動を積極的に行っている。 

フィンランドでは、政府が 40%を負担し国中のシステムを Web で検索できるように分

散管理しながらCDAによる変換でシームレスにつなぐPICNICプロジェクトを推進中で

ある。 

（２）韓国、台湾等の動き 

韓国はレセ電算を 90%以上オンライン化したことや、HL7を使っての世界でもトップレ

ベルのオーダ処理の実装や PACS導入等の先進的な EHRの実現に向けた政府主導のプロ

ジェクトを積極的に推進している。昨年 10月には HL7の国際支部会議も開催した。現在

ISO/TC215の会長国でもある。韓国政府も EAに取り組んでおり EHRプロジェクトがど

のように推進されるか注目される。 

また、台湾も HL7V3 による医療情報システム推進に国として取り組んでおり今後の動

きが注目される。 
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２．６ 何故標準化が必要か 

 標準的電子カルテ構築のために、何故標準化が必要であるかは２．１節に述べた。人はいつ

何時病に倒れるか予測をすることは困難である。いつでも、どこでも、均質で良質の医療を提

供できる体制があれば、それがどのような状況にあっても患者を救う基盤となることが期待で

きる。このためには、その患者の診療記録がいつでも、どこでも、安全に利用可能であること

が条件となる。 

 このことは、銀行の現金預け払い機のように、必要な情報が内容の記述において標準化され、

情報の形式において標準化されていて、これらの情報を運ぶメッセージの交換手順と記述形式、

内容において標準化され、一定のセキュリティポリシの上でシステムが連携した運用がなされ

ていることがあって、初めて可能となるのである。また、個々の情報を一定の条件で集め、そ

れらを分析することによって、たとえば、特定の疾病に対する治療法の比較やガイドラインか

などが可能となる。このためにも、情報が標準的なベースの上に表記されていることが基本と

なる。 
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２．７ 電子カルテシステムに必要な標準とは 

 電子カルテシステムに標準化が必要な理由は前述の通りであるが、具体的にどのような

標準が必要であろうか？ 基本に立ち返り診療録情報（カルテ）における電子化の目的を

確認し、その目的に対してどのような標準が必要か（効果的か）を考察する。 

 

２．７．１ 診療録（カルテ）における電子化の目的とは 

 一般に紙運用されている業務を電子化する目的は、まず情報の共有および伝達能力を改

善し、更にはコンピュータによる定型計算能力などによる業務効率化が挙げられる。また、

管理・保存されているデータを２次利用することにより従来できなかった新たな情報を引

き出すといった業務レベルの向上も重要である。これらは医療でも同様であり、具体的に

は次のようなことを目的としている。 

（１）発生源入力と入力されたデータを関係者が即時に共有できること 

  例：医師が電子カルテ情報を見ている時に、同時に看護師も同じ電子カルテ情報を見

られること 

  例：注射オーダが実施直前に中止になったことを実施者が電子カルテシステムの実施

時の確認機能で知り、注射が確実に中止できること 

（２）知識ベースなどによりオーダ支援、実施支援ができること 

  例：処方オーダが患者の状態にあわせて自動的に監査され、使用量や禁忌などが２重

（医師＋システム）にチェックできること 

  例：オーダを実施する看護師が、オーダや患者の状態に関連して知識不足の点を電子

教科書で瞬時に確認できること 

（３）過去の診療情報が即時に検索できること（他の保健・医療機関との情報連携を含む） 

  例：小児期に発見された腎不全を、壮年期の発病時に知り、食物療法や投薬などへの

配慮ができること 

  例：過去に手術などで頭部に植えた金属クリップなどの存在が診療録から把握され、

CT,MRI などの検査オーダ時にわかること 

（４）診療データの２次利用ができること 

  例：行政的な施策を行うために、その地域で蔓延しつつある疾患を把握できること 

  例：特定疾患に対して特定薬剤・治療方法の効果が期待できるかの検証ができること 

  例：疾患と環境条件を地域単位で比較して、地域としての問題を把握できること 
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２．７．２ 電子カルテシステムの目的を満たすために必要な標準化 

（１）発生源入力と入力されたデータを関係者が即時に共有するための標準 

１）標準マスタ 

 電子カルテシステムを構築する際に、様々なマスタの構築が必要となる。このマスタ構

築を都度、施設毎、ベンダ毎に開発することは非効率的であり、不経済であるばかりか、

後述する長期間のデータ利用、施設間連携にも支障となる。電子カルテシステム構築の効

率化、そして院内の各種情報システムとのデータ連携、院外連携のために標準的なマスタ

を整備する必要がある。 

２）部門システムのための情報交換標準 

 保健・医療機関内で診療情報を電子的に共有するためには、共有したいデータが電子化

され、必要な場所（例えば電子カルテシステム）に届いている必要がある。また、ある規

模以上の保健・医療機関では診療情報を扱う情報システムは複数あるのが通常であり、共

有が必要な情報が、共有をする医療関係者自身が使う情報システムにスムースに伝送され

る（もしくは参照できる）システムをより安価に実現するため、情報交換標準（情報交換

規約、情報モデル等）が必要である。また、情報システム間ではなく、情報システムと検

査装置などの間も標準的な通信規約が必要である。 

３）個人識別、資格認証、アクセス制限、アクセス監査のための標準 

 電子カルテシステムが扱う患者情報は高度なプライバシー情報でもあるので、操作者が

誰か、操作者の資格（役割）は何か、その情報を見てよいのか、追加や修正も可能なのか？

を管理する必要がある。 その一方で緊急時の対応なども必要となるので、厳密なアクセ

ス制限（例えば担当医師でないと患者の医療情報にアクセスできない等）は不適当である

ため、医療資格（例えば医師）による参照可能な情報の範囲などを決め必要に応じて参照

履歴を記録すなどの工夫が必要である。これらは、個々の保健・医療機関のポリシー（考

え方）にて決定されるものではあるが、同一施設内でも複数システム間での情報交換、連

携などの仕組みを実現する際、また後述する他施設間連携を実現する際に必要となるので

標準として定めておくべきである。 

（２）知識ベースなどによりオーダ支援、実施支援を実現するための標準 

１）業務や機能に対応するデータモデル標準 

 従来、情報システムで取り扱う情報項目はカテゴリーや発生種別で管理すること 

が多く、むやみにデータベースが大きくなったり、利用の際に必要な情報が不足したり、

レスポンスが悪くなったりしている。電子カルテシステムは、特に多用なデータを扱うた

め、データの扱い方に工夫が必要である。電子カルテシステムを使用する業務、利用する
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機能などに応じて、扱う情報やそのキー項目を標準情報モデルとして整備することで自動

監査などの実現性が格段に向上する。 

２）診断支援、監査支援のコンピュータ実装方法（記述方法）に関する標準 

 診療ガイドラインなどで、診療の大きな流れに対するコンセンサス作りができつつある。

また、薬剤データベースなどにも処方上の注意点などが豊富に盛り込まれるようになって

きたが、実際にはその量が膨大であるため、人的に完全に実施することが困難となってい

る。特定の診療行為に対して、その安全性、リスクなどを正確に医師他に伝えるために、

情報システムによる支援が求められつつある。そのために、それら監査論理を社会的に資

産として管理し、電子カルテシステムなどに搭載するための標準的な記述方法が必要であ

る。 

（３）過去の診療情報を即時に検索するための標準 

１）長期保存性を確保するための標準 

 診療データの長期保存・長期参照を可能とするためには、保健・医療機関における電子

カルテシステムにおけるデータの安全性（可用性）確保とともに、電子カルテシステムの

更新時に蓄積されたデータがスムースに移行できる必要がある。そのためには、扱うデー

タの種類、型、長さ、構造、出力形式などを標準化し、各電子カルテシステムが踏襲する

必要がある。また、その際、継承すべき有意な情報の範囲の検討も重要である。 

２）施設間データ連携のための標準 

 個々の医療機関でも患者および医療スタッフを識別する手段が記録の上でも、記録を管

理する上でも極めて重要である。現在、個人を具体的に識別する方法はなく、施設個々で

の管理にまかされているが、複数の保健・医療期間内の診療データを関連つけて参照する

ためには、個人を特定するための標準が必要である。保健医療機関およびその施設を特定

する標準も同様に必要である。また、施設間でのデータ参照などの際には前述のセキュリ

ティ的なポリシーマッピングのための標準も必要である。 

（４）診療データを二次利用するための標準 

１）ユースケースと対応する利用方法の標準 

 電子的に蓄積されているデータの２次利用が進まない背景には、保存されたデータモデ

ルに関する不完全さ（未検討）の他、具体的ユースケースを想定した整備、課題解決が成

されていないことが挙げられる。データの二次利用を促進するために、ユースケースに基

づくデータ条件（検索キー、欲しい情報セット）、データ管理方法を整理し、標準として

普及を図る必要がある。 
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２．７．３ その他、標準化に関連した課題 

目的別に必要な標準について述べてきたが、電子カルテシステム構築の際に必要な標準を

以下に述べる。 

（１）業務フロー描画方法の標準 

 電子カルテシステムを導入する際には導入する保健・医療施設は自身のその時の業務を

どのように電子カルテベンダに説明するかが重要であり、一方、電子カルテベンダはユー

ザの要求に対して自身の提案内容をわかりやすく保健・医療施設職員に説明する必要があ

る。そのためには、業務フローの描画方法を標準化し、それとともに電子カルテシステム

のある機能を導入した時に、業務フローがどう変わるかといった情報を整理し、共有する

ことが重要である。 

（２）マスタの構造と実装に関する標準 

 マスタにメンテナンスが必要なことは十分理解されているが、実装経験を反映してマス

タ自身の改良に役立てる仕組みが重要なことはユーザ、ベンダともに認識が低い。そのた

めには、マスタの構造および実装・管理方法に関する標準が必要である。 

（３）電子カルテシステムの導入目的別カスタマイズを容易とする標準 

 電子カルテシステムに様々な機能があっても、それが高額では殆どの施設がそれを利用

できない。電子カルテシステムを幅広く普及させるためには、導入目的とコストに応じて

様々な導入形態が可能であること、また、導入する施設の性質により、導入する機能、範

囲、規模を選択できることが重要である。電子カルテシステムでユーザ毎に要求仕様が変

わることが多い部分のユニット化が有効であり、そのための標準が必要である。 

（４）電子カルテシステムのマルチベンダ対応を可能とする標準 

 前項とも関係するが、保健・医療機関には様々な部門があり、対応するベンダも得意分

野ができあがっている。広範な業務を支援する電子カルテシステムは、各種の部門を得意

とするベンダが協力して（あるいは競争して）、マルチベンダ的に実現できることが望まれ

ており、そのためにユニット化の単位や、インタフェースに関する標準が必要である。 

（５）GUI の標準 

 電子カルテシステムを操作し必要な情報を得る時に、その操作に専門的な知識が必要で

あったり、見たい情報がどこ（どの画面）にあるかを探すのに時間がかかったりするよう

では非効率であり、また情報不足で医療事故などの誘因になることもある。医療分野の特

殊性として、医療従事者の交代が多いことが挙げられるので、それぞれの医療従事者がど

の保健・医療施設に移動しても短時間で必要な操作ができ、情報を活用できるような GUI

の標準化も期待されている。 
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３．調査方法 
３．１調査目的 
 電子カルテは、医療業務の効率改善、サービスの質の向上に対して大きな効果を持つと

期待されている。しかしながら、現在のシステムでは、システムが扱う情報の互換性につ

いては必ずしも保証されているわけではない。この原因は、システムの利用者側の課題で

もあるが、ベンダー独自のメッセージを情報交換に利用していたり、システムが扱うデー

タについても互換性が保証されたものとなっていなかったりしているためである。そこで、

この調査事業では、電子カルテシステムを提供する各ベンダーの標準の利用や標準化に対

する考え方を探り、あるべき標準化の進め方に資する知見を得ることを目的とする。ここ

で得られた知見は行政とも共有しベンダーへの啓蒙や行政の施策へ反映するときに参考

として行く。 
JAHIS 及び経済産業省と厚生労働省の関連する部門の学識経験者による「調査実行委

員会」を組織し、JAHIS 傘下の会員企業を中心に、標準規格をベースに電子カルテシス

テムを構築することに関する意識、また標準化を進めるに当たっての課題などを、アンケ

ート方式を基本とする調査によって探ってみた。また、これまでに電子カルテシステムを

導入している医療機関を訪問調査し、標準規格をベースとする電子カルテシステムに対す

るユーザの意識調査を実施した。 
事業の運営については、「技術管理委員会」を組織して行った。 
（１）医療情報の標準化に関する意識調査研究 
 電子カルテシステムが普及しつつあるが、必ずしも満足の行く状態で普及が進んでいる

わけではなく、また行政が期待しているような相互運用性の高いシステム導入が進んでい

るわけでもない。電子カルテシステムが管理する診療情報は医療サービスの効率と質を向

上するための基本的な情報である。しかしながら、異なるベンダーによって構築されたシ

ステム間ではもとより、同一のベンダーによるシステムでもシステムの世代間で、診療情

報が互換性を保つことができなくては、医療サービスの効率と質の改善にそれらの情報を

利用することは困難である。 
 この互換性を達成するためには、診療情報のコンテンツの標準化、システム間で交換さ

れるメッセージの標準化、システムを安全に運営するためのセキュリティレベルの共通化

などが必要となる。現状のシステムは、それを利用するユーザの意識もさることながら、

システムベンダーが提供するシステムにおいて標準化が進んでいないため診療情報の互

換性がきわめて低い状態にある。そこで、この研究では、何故システムベンダーは標準の

採用に踏み込むことができないのか、どのようであれば標準を積極的に採用することが可

能となるのか、また何が標準化を進めるに当たって障害と感じているのか、ユーザや行政

における課題と感じているものは何かなどを、アンケート調査によって探り出すことにし

た。なお、調査作業の内容、方法については、調査実行委員会で検討した。 
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（２）電子カルテシステムの利用に関する意識調査と標準に基づくシステムに対する

期待への調査研究 
 平成１３年１２月に厚生労働省は保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザイン

を発表した。そこでのアクションプランに基づいて、経済産業省とも連携しつつ、医療機

関が電子カルテシステムの導入を進めるに当たっては支援を行ってきた。この研究では、

このような施策によって電子カルテシステムを導入し運用している医療機関を幾つか選

び出し、診療現場での利用の実態を見聞し、利用者に聞き取り調査を行って、電子カルテ

システムの導入目的やその満足度、システム開発や導入時の苦労、標準化を進めるに当た

ってのユーザとしての期待や達成度・課題などを調査した。なお、調査作業の内容、方法

については、調査実行委員会で検討した。 
（３）電子カルテシステム標準化推進に対する施策提言の検討 
 電子カルテシステムのベンダやユーザに対する、標準化に係わる調査結果から、標準化

推進に対する課題をまとめ、推進するに当たっての工業会や行政がとるべき施策提言、ユ

ーザへの期待について検討を行なった。検討まとめは、調査実行委員会で行なった。 
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３．２ 調査方法 

 調査方法は、基本的にはアンケート調査によって行った。ただし、ユーザに関しては大正数

が少ないということもあるが、直接インタビューを行い、できるだけ生の声が聞けるよう心が

けた。 

 

３．２．１ ベンダ調査 

 ベンダ調査は、電子カルテを製品として持つベンダに対して、それら製品に HL7 や DICOM、

また標準的マスタなどの標準規格を適用することに対してどのような考え方をもっているか

を探るために行った。調査方式は、あらかじめ決められた質問事項に対して、できるだけ簡単

に回答できるようにした質問用紙を配布し、それらの回答結果を分析することで、標準化に対

する意識を推察できるようにした。なお、アンケート表の作成と配布、回収とまとめと分析の

一部を三菱総合研究所に委託して行った。 

 

１） アンケートの狙い 

（１） 現在製品としている電子カルテに標準を適用しているか否かを知り、その理由をし

ること 

（２） 標準の適用に対しての障害を把握すること 

（３） 将来の標準化に対してどのように考えているかを知ること 

２） 質問事項について 

（１） 標準マスタの製品への適応の有無とその理由 

（２） メッセージ交換規約の製品への適用の有無とその知識の獲得方法 

（３） 標準化活動への参画の意志の有無 

（４） 標準化への課題として感じていることの確認 

（５） 標準普及活動に関する知識の有無 

３） 調査対象ベンダー 

以下の26ベンダから回答を得た。 

（アイウエオ順、敬称略） 

１）株式会社 アイシーエス 

２）株式会社 エーシーエス 

３）株式会社 ＮＴＴデータ 

４）株式会社 亀田医療情報研究所 

５）三洋電機 株式会社 



 - 42 -

６）株式会社シーエスアイ 

７）株式会社 島津製作所 

８）住友電工システムズ 株式会社 

９）株式会社 ソフトウェアサービス 

１０）東芝メディカルシステムズ 株式会社 

１１）東芝情報システム 株式会社 

１２）日本アイ・ビー・エム 株式会社 

１３）日本事務機 株式会社 

１４）日本電気 株式会社 

１５）日本ユニシス 株式会社 

１６）株式会社 ハルク 

１７）株式会社 ビー・エム・エル 

１８）株式会社 日立製作所 

１９）日立造船メディカル 株式会社 

２０）株式会社 日立メディコ 

２１）富士通 株式会社 

２２）北海道ビジネスオートメーション 株式会社 

２３）三菱電機インフォメーションシステムズ 株式会社 

２４）安川情報システム 株式会社 

２５）株式会社 ラボテック 

２６）株式会社 両備システムズ 
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３．２．２ ユーザ調査 
ユーザ調査は経済産業省モデル事業（電子カルテを中心とした地域情報化）26 地域と

厚生労働省の電子カルテ補助事業を受けた医療機関より 12機関を選定し実際に現地に赴

きヒアリングの形式で行った。また実際のシステムの特長について端末の画面デモを含

め、お聞きした。 
(１) アンケートの狙い 
１）電子カルテ、オーダリングを導入して、どのような効果が出ているか？ 
２）標準マスタ、データ交換規約の医療機関への浸透度と使用状況がどうなっているか？ 
３）システム開発時に苦労した事と標準化が進むことにより、それが改善されるか？ 
４）標準化を進めるにあたっての施策について感じていることは何か？ 
(２) アンケート票の質問事項について 
１）各医療機関がシステム化するにあたり何を目的としたか。そしてシステム導入後の達

成度について。 
２）標準マスタ及びデータ交換規約の使用状況について。 
３）システム開発時に苦労した事と標準化が進むことにより、それが改善されるかについ

て。 
４）e-JAPAN 戦略�における処方箋、診断書等の電子化について。 
５）標準化をより一層推進するために必要な事項について。 
（３）調査医療機関（敬称略、順不同）、「 」は外部連携システム名 
・医療法人鉄蕉会 亀田総合病院（千葉県）「ＰＬＡＮＥＴ」 
・株式会社メディヴァ（東京都）「プラタナス・ネットワーク」 
・財団法人 九州ヒューマンメディア創造センター（福岡県）「宗像医師会ネット」 
・宮崎大学医学部附属病院（宮崎県）「はにわネット」 
・鶴岡市立荘内病院（山形県） 
・岐阜大学医学部附属病院（岐阜県） 
・医療法人医仁会 武田総合病院（京都府） 
・箕面市立病院（大阪府） 
・総合病院 岡山市立市民病院（岡山県） 
・倉敷医療生活協同組合 総合病院 水島協同病院（岡山県） 
・医療法人社団 新日鐡八幡記念病院（福岡県） 
・財団法人 潤和リハビリテーション振興財団 潤和会記念病院（宮崎県） 
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４． 調査結果 

４．１  ベンダ調査のまとめ 

 現在の電子カルテシステムの開発・販売の状況を見ると、諸般の事情から、「電子カルテ

に関わるデータ交換、情報共有」が進展していない状況が見受けられる。すなわち、電子

カルテに関わる標準モデル（共通基盤）が存在しないことから、医療機関から見て、「要件

定義の作成に多大な時間がかかる」「システム基本設計で多大な労力を要する」「診療デー

タ交換を容易にできない」等の問題を引き起こしていることが懸念される状況にあると言

えよう。この状況は、ひいては、標準化が進まないことによる「社会インフラ整備におけ

る重複開発」「情報共有への阻害」「情報の継続性の欠如」「無駄な接続ソフトの開発」など、

業界全体の活力が低下する恐れがあり、本業界全体の将来を考えると、非常に憂慮すべき

事態と言える。 

 

 本調査は、社団法人 日本機械工業連合会の委託を受けて、病院情報システムを構築する

業界全体として、医療情報化の基盤整備の推進にあたり重要なテーマである「標準化」に

主眼を置き、「どのような標準化が必要なのか？」「標準化を阻害する要因は何なのか？」

「標準化を推進するためにどのような施策が必要なのか？」等を明らかにすることを目的

として調査を実施する。 

 

４．１．１ アンケート集計結果 

（１）標準化に向けた対応状況 

１）病名マスタ 

『MEDIS殿提供の病名マスタを使用している』について、26社のうち「はい」と答え

たのは 22社（84.0%）であり、「いいえ」の 4社（15.4%）を大きく上回った。 

「いいえ」回答者（4 社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「②ユーザ

がべつのマスタの利用を希望したため」2 件（40.0%）、「①既に自社でマスタをもってい

るため」、「④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため」各 1 件（20.0%）など

であった。 
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MEDIS殿提供の病名マスタを使用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
22（84.6%）

いいえ
4（15.4%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
図４．１－１ 病名マスタ 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
1（20.0%）

②
2（40.0%）

③
20.0%

⑥
1（20.0%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①既に自社でマスタをもっているため ②ユーザが別のマスタの利用を希望したため

③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため ④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため

⑤マスタの機能が不足しているため ⑥その他（記述式）
 

図４．１－２ 病名マスタ（使用していない理由） 

 
◇ 他のマスタを使用 など 1件

診療情報提供サービスサイトのマスタを使用している

（パッケージ標準として採用している訳ではないが、外部とのインタフェースが必要な場合、一部流用している･･･「はい」回答より）  
図４．１－３ 病名マスタ（使用していない理由） ⑥その他（記述式） 

 

２）手術処置マスタ 

『MEDIS殿提供の手術処置マスタを使用している』について、26社のうち「いいえ」

と答えたのは 20社（76.9%）であり、「はい」の 6社（23.1%）を大きく上回った。 

「いいえ」回答者（20社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「②ユーザ

がべつのマスタの利用を希望したため」8 件（27.6％）、「①既に自社でマスタをもってい

るため」6 件（20.7%）が多かった。また、「⑥その他（記述式）」7 件のうち、「現場で使

われているものと数や名称が合わない」という意見が 2件あった。 
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MEDIS殿提供の手術処置マスタを使用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
6（23.1%）

いいえ
20（76.9%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 

図４．１－４ 手術処置マスタ 

 

使用していない理由（複数回答可）

①
6（20.7%）

②
8（27.6%）

③
3

（10.3%）

④
3

（10.3%）

⑤
2

（6.9%）

⑥
7（24.1%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①既に自社でマスタをもっているため ②ユーザが別のマスタの利用を希望したため

③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため ④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため

⑤マスタの機能が不足しているため ⑥その他（記述式）

 
図４．１－５ 手術処置マスタ（使用していない理由） 

 

◇ 現場と合わない、移行に手間がかかる など （諸問題あり） 3件

現場で使われているものと数や名称が合わない（同様２件）

現在使用中のマスタからの移行に作業量がかかる

◇ 未定・準備中 など 2件

開発中のため未定

使用に向け準備中

◇ 他を使用している  など 2件

診療情報提供サービスサイトのマスタを使用している

レセプト電算処理の行為マスタを改定時に使用している

（パッケージ標準として採用している訳ではないが、外部とのインタフェースが必要な場合、一部流用している･･･「はい」回答より）  

図４．１－６ 手術処置マスタ（使用していない理由） ⑥その他（記述式） 

 

３）医薬品マスタ 

『MEDIS殿提供の医薬品マスタを使用している』について、26社のうち「いいえ」と

答えたのは 15社（57.7%）であり、「はい」の 11社（42.3%）を少し上回った。 
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「いいえ」回答者（15社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①既に自

社でマスタをもっているため」7 件（31.8%）、「②ユーザがべつのマスタの利用を希望し

たため」4件（18.2％）、「③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため」3件（13.6%）

の順に多かった。 

 

MEDIS殿提供の医薬品マスタを使用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
11（42.3%）

いいえ
15（57.7%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
図４．１－７ 医薬品マスタ 

 

使用していない理由（複数回答可）

①
7（31.8%）

②
4（18.2%）

③
3（13.6%）

⑤
 2（9.1%）

⑥
6（27.3%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①既に自社でマスタをもっているため ②ユーザが別のマスタの利用を希望したため

③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため ④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため

⑤マスタの機能が不足しているため ⑥その他（記述式）
 

図４．１－８ 医薬品マスタ（使用していない理由） 

 
◇ 現場と合わない、移行に手間がかかる など （諸問題あり） 2件

現在使用中のマスタからの移行に作業量がかかる

頻繁に行われる薬剤の追加・削除・変更に速やかに対応する体制、及び、品質を維持するための仕組みが必須

◇ 未定・準備中 など 2件

今後は使用していく予定

機会があれば検討

◇ 他を使用している  など 2件

診療情報提供サービスサイトのマスタを使用している

JAHISの提供する医薬品マスタを従来使用してきた。コードは薬価基準収載医薬品コードを使用している

（パッケージ標準として採用している訳ではないが、外部とのインタフェースが必要な場合、一部流用している･･･「はい」回答より）  
図４．１－９ 医薬品マスタ（使用していない理由） ⑥その他（記述式） 
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４）検査項目マスタ 

『MEDIS殿提供の検査項目マスタを使用している』について、26社のうち「いいえ」

と答えたのは 20社（76.9%）であり、「はい」の 6社（23.1%）を大きく上回った。 

「いいえ」回答者（20社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①既に自

社でマスタをもっているため」7 件（23.3%）、「②ユーザがべつのマスタの利用を希望し

たため」6件（20.0％）が多かった。 

 

MEDIS殿提供の検査項目マスタを使用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
6（23.1%）

いいえ
20（76.9%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
図４．１－１０ 検査項目マスタ 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
7（23.3%）

②
6（20.0%）

③
3

（10.0%）

④
2

（6.7%）

⑤
3

（10.0%）

⑥
9（30.0%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①既に自社でマスタをもっているため ②ユーザが別のマスタの利用を希望したため

③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため ④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため

⑤マスタの機能が不足しているため ⑥その他（記述式）
 

図４．１－１１ 検査項目マスタ（使用していない理由） 
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◇ 現場と合わない、移行に手間がかかる など （諸問題あり） 4件

現在使用中のマスタからの移行に作業量がかかる

マスタの項目が不足しており、対象分野が狭い

このマスタに含まれている情報の、検査業界における位置付けが不明

使用目的に合わない

◇ 未定・準備中 など 2件

開発中のため未定

機会があれば検討

◇ 他を使用している  など 3件

検査システムに合わせてコーディングしている

検査マスタについては医療機関で必要なものを登録する方向で従来行っている

医事側については診療情報サービスを使用し、オーダ側については自社作成マスタを使用している

（パッケージ標準として採用している訳ではないが、外部とのインタフェースが必要な場合、一部流用している･･･「はい」回答より）  
図４．１－１２ 検査項目マスタ（使用していない理由） ⑥その他（記述式） 

 

５）医療材料マスタ 

『MEDIS殿提供の医療材料マスタを使用している』について、26社のうち「いいえ」

と答えたのは 21 社（80.8%）であり、「はい」の 4 社（15.4%）を大きく上回った（無回

答 1社（3.8%））。 

「いいえ」回答者（21社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①既に自

社でマスタをもっているため」と「②ユーザがべつのマスタの利用を希望したため」が同

数の 7件（24.1％）、次いで「③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため」6件（20.7%）

が多く、他のマスタと比べると「③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため」が多い

のが特徴的である。 

 

MEDIS殿提供の医療材料マスタを使用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
4（15.4%）

いいえ
21（80.8%）

無回答
1

（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%  
図４．１－１３ 医療材料マスタ 
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使用していない理由（複数回答可）

①
7（24.1%）

②
7（24.1%）

③
6（20.7%）

④
1

（3.4%）

⑤
3

（10.3%）

⑥
5（17.2%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①既に自社でマスタをもっているため ②ユーザが別のマスタの利用を希望したため

③マスタ内容のメンテナンスに不安があるため ④マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため

⑤マスタの機能が不足しているため ⑥その他（記述式）
 

図４．１－１４ 医療材料マスタ（使用していない理由） 

 
◇ 現場と合わない、移行に手間がかかる など （諸問題あり） 2件

保険請求上必要なマスタであるが、材料メーカまかせのメンテナンスの為、品質上使用することが困難

現場で使われているものと数や名称が合わない

◇ 未定・準備中 など 2件

開発中のため未定

機会があれば検討

◇ 他を使用している  など 1件

検査マスタについては医療機関で必要なものを登録するよう指導している

（パッケージ標準として採用している訳ではないが、外部とのインタフェースが必要な場合、一部流用している･･･「はい」回答より）  
図４．１－１５ 医療材料マスタ（使用していない理由） ⑥その他（記述式） 

 

６）HL7 データ交換規約 

『HL7 を標準データ交換規約として採用している』について、26 社のうち「はい」と

答えたのは 15社（57.7%）であり、「いいえ」の 11社（42.3%）を上回った。 

「はい」回答者（15社）による『その情報をどこから得ていますか（複数回答可）』は、

「①HL7のホームページなどから」7件（28.0%）、「③JAHISの委員会から」と「④日本

HL7協会から」が同数の 6件（24.0%）、「②HL7を得意とするソフトハウスなどから」4

件（16.0%）と、収集方法が分散していることが分かった。また、複数選択しているとこ

ろが 6社あり、「①HL7のホームページなどから」と「④日本 HL7協会から」の併用（5

件）が最も多かった。 

また、「いいえ」回答者（11 社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①

使用する機会がなかった」8件（61.5%）が最も多かった。 
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HL7を標準データ交換規約として採用している（一部利用は「はい」に含む）

はい
15（57.7%）

いいえ
11（42.3%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 

図４．１－１６  HL7 データ交換規約 

 
その情報をどこから得ていますか（複数回答可）

①
7（28.0%）

②
4（16.0%）

③
6（24.0%）

④
6（24.0%）

⑤
1

（4.0%）

⑥
1

（4.0%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①HL7のホームページなどから ②HL7を得意とするソフトハウスなどから

③JAHISの委員会から ④日本HL7協会から

⑤メーリングリストから ⑥その他（記述式）
 

図４．１－１７ HL7 データ交換規約 （情報の収集方法） 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
8（61.5%）

③
1（7.7%）

④
4（30.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①使用する機会がなかった ②使用する技術力がなかった

③効率的でないと判断した
（自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断した）

④その他（記述式）

 
図４．１－１８ データ交換規約 （使用していない理由） 

 
◇ 現場と合わない、移行に手間がかかる など （諸問題あり） 2件

データ交換する部門システム側（薬剤、給食等）が対応していない

相手システムが特に必要としていない

◇ 未定・準備中 など 2件

必要に応じて実施予定

臨床検査センターとのネットワーク等で採用予定あり。処方箋２次元コードに業界のコンセンサスを取りながら採用予定あり  
図４．１－１９ データ交換規約 （使用していない理由）⑤その他（記述式） 
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７）DICOM規格 

『DICOMを採用している』について、26社のうち「はい」と答えたのは 19社（73.1%）

であり、「いいえ」の 7社（26.9%）を上回った。 

「はい」回答者（19社）による『その情報をどこから得ていますか（複数回答可）』は、

「②DICOMを得意とするソフトハウスなどから」10件（37.0%）、「①DICOMのホーム

ページなどから」8 件（29.6%）が多く、収集方法に明確な傾向があった。また、複数選

択しているところが 6社あったが、「②DICOMを得意とするソフトハウスなどから」選択

者（10件）のうち、他との併用は 3件のみ、「①DICOMのホームページなどから」（8件）

は、併用が 5件あった（うち「②DICOMを得意とするソフトハウスなどから」との併用

は 3件）。 

 

DICOMを採用している

はい
19（73.1%）

いいえ
7（26.9%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
図４．１－２０ DICOM規格 

 
その情報をどこから得ていますか（複数回答可）

①
8（29.6%）

②
10（37.0%）

③
5（18.5%）

④
1

（3.7%）

⑤
3

（11.1%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①DICOMのホームページなどから ②DICOMを得意とするソフトハウスなどから

③JIRAの委員会から ④メーリングリストから

⑤その他（記述式）

 
図４．１－２１ DICOM規格（情報の収集方法） 

 
◇ その他 （記述式） 1件

規格文書

接続先のベンダーより情報入手

（無記入）  
図４．１－２２ DICOM規格（情報の収集方法）⑤その他（記述式） 
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８）JAHIS臨床検査データ交換規約 

『JAHIS 臨床検査データ交換規約を採用している』について、26 社のうち「いいえ」

と答えたのは 22 社（84.6%）であり、「はい」の 3 社（11.5%）を大きく上回った（無回

答 1社（3.8%））。 

「いいえ」回答者（22社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①使用す

る機会がなかった」16件（55.2%）と「③効率的でないと判断した」8件（27.6％）とで、

8割以上を占めている。 

 

JAHIS臨床検査データ交換規約を採用している

はい
3

（11.5%）

いいえ
22（84.6%）

無回答
1

（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
図４．１－２３ JAHIS臨床検査データ交換規約 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
16（55.2%）

③
8（27.6%）

④
5（17.2%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①使用する機会がなかった ②使用する技術力がなかった

③効率的でないと判断した
（自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断した）

④その他（記述式）

 
図４．１－２４ JAHIS臨床検査データ交換規約（使用していない理由） 

 
◇ 未定・準備中 など 3件

必要に応じて実施予定

開発中のため未定（同様２件）

◇ 他を使用している  など 2件

HL7を主に対応していくから。また、HL7との差異（別に定めている）目的が不明確

JLAC10を採用している

（採用しているが、お客様の要望によっては使用しない場合もある ･･･「はい」回答より）  
図４．１－２５ JAHIS臨床検査データ交換規約（使用していない理由） ④その他（記述式） 
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９）JAHIS処方データ交換規約 

『JAHIS 処方データ交換規約を採用している』について、26 社のうち「いいえ」と答

えたのは 24社（92.3%）であり、「はい」の 2社（7.7%）を大きく上回った。 

「いいえ」回答者（24社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①使用す

る機会がなかった」18件（62.1%）と「③効率的でないと判断した」8件（27.6％）とで、

9割近くを占めている。 

 

JAHIS処方データ交換規約を採用している

はい
2

（7.7%）

いいえ
24（92.3%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
図４．１－２６ JAHIS処方データ交換規約 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
18（62.1%）

③
8（27.6%）

④
3（10.3%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①使用する機会がなかった ②使用する技術力がなかった

③効率的でないと判断した
（自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断した）

④その他（記述式）

 
図４．１－２７ JAHIS処方データ交換規約（使用していない理由） 

 
◇ 未定・準備中 など 2件

必要に応じて実施予定

開発中のため未定

◇ 他を使用している  など 1件

HL7を主に対応していくから。また、HL7との差異（別に定めている）目的が不明確

（採用しているが、お客様の要望によっては使用しない場合もある ･･･「はい」回答より）  
図４．１－２８ JAHIS臨床検査データ交換規約（使用していない理由） ④その他（記述式） 
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１０）JAHIS放射腺データ交換規約  

『JAHIS 放射線データ交換規約を採用している』について、26 社のうち「いいえ」と

答えたのは 24社（92.3%）であり、「はい」の 2社（7.7%）を大きく上回った。 

「いいえ」回答者（24社）による『使用していない理由（複数回答可）』は、「①使用す

る機会がなかった」17件（56.7%）と「③効率的でないと判断した」8件（26.7％）とで、

8割以上を占めている。 

 

JAHIS放射線データ交換規約を採用している

はい
2

（7.7%）

いいえ
24（92.3%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
図４．１－２９ JAHIS放射腺データ交換規約 

 
使用していない理由（複数回答可）

①
17（56.7%）

③
8（26.7%）

④
5（16.7%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①使用する機会がなかった ②使用する技術力がなかった

③効率的でないと判断した
（自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断した）

④その他（記述式）

 
図４．１－３０ JAHIS放射腺データ交換規約（使用していない理由） 

 
◇ 未定・準備中 など 3件

必要に応じて実施予定

開発中のため未定（同様２件）

◇ 他を使用している  など 2件

HL7を主に対応していくから。また、HL7との差異（別に定めている）目的が不明確

放射腺データについては、医療機関で必要なものを登録する方向で従来行っている

（採用しているが、お客様の要望によっては使用しない場合もある ･･･「はい」回答より）  
図４．１－３１ JAHIS放射腺データ交換規約（使用していない理由） ④その他（記述式） 
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（２）標準化に向けた方策・考え方 
１）e-japan戦略Ⅱ加速化パッケージ 
『e-Japan 戦略に関心がある』と『診断書や院外処方箋の電子化が本格化する場合、積

極的に参入したいと考えている』について、全回答者（26社）が「はい」と答えた。 

また、『e-Japan戦略の動向をある程度掴んでいる』と『政府が推進する医療分野のＩＴ

化を大きなビジネスチャンスと捉えている』についても、24社（92.3%）が「はい」と回

答しており、電子カルテ開発に係わる各社の「e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ」への関

心の高さと積極性が伺える。 
 

3.1. e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ

26（100.0%）

24（92.3%）

24（92.3%）

26（100.0%）

2
（7.7%）

2
（7.7%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

e-Japan戦略に関心がある

e-Japan戦略の動向をある程度掴んでいる

政府が推進する医療分野のＩＴ化を

大きなビジネスチャンスと捉えている　　

診断書や院外処方箋の電子化が本格化する場合、

積極的に参入したいと考えている

はい いいえ

 
図４．１－３２ e-japan戦略Ⅱ加速化パッケージ 

 

２）パッケージ製品における営業戦略上の留意事項 

『標準マスタへの準拠』について、「はい」22件（84.6%）で 8割以上、『標準マスタの

継続的な保守サービス提供』、『HL7等標準メッセージ交換規約の準拠』、『マルチベンダ化

の推進』は、「はい」20 件（76.9%）で 8 割弱を占め、それぞれについて留意度が高いこ

とが分かった。 

一方、『自社製品の固有仕様公開（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等）』については、「いいえ」が 20件（76.9%）

であり、「いいえ」6件（23.1%）を大きく上回った。 
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3.2. パッケージ製品における営業戦略上の留意事項

6（23.1%）

20（76.9%）

20（76.9%）

20（76.9%）

22（84.6%）

20（76.9%）

6（23.1%）

6（23.1%）

6（23.1%）

4（15.4%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

標準マスタへの準拠

標準マスタの継続的な保守サービス提供

HL7等標準メッセージ交換規約の準拠

マルチベンダ化の推進

自社製品の固有仕様公開（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等）

はい いいえ

 
図４．１－３３ パッケージ製品における営業戦略上の留意事項 

 

３）標準的電子カルテについて 

『標準的なモデルの作成に各社のコンセンサスが重要ですが、そのコンセンサス会議に

参加するお気持ちはある』については、「はい」24件（92.3%）で 9割以上、『標準的モデ

ルの使用を各社が活用することにご賛同する』は、21件（80.8%）で 8割以上を占め、「い

いえ」を大きく上回った。 

また、『標準的モデルを活用すると各社の特長がなくなると考える』と『標準的モデルを

活用するよりも各社自由に従来とおり競争するほうが医療機関（顧客）にとって良いと考

える』ついては、「いいえ」17件（65.4%）が 7割近くを占め、「はい」を上回った。これ

らから、各社が共通して、標準化モデルの作成あたっては協力的であり、その活用は各製

品の特長に影響を及ぼすものではないと考えているといえる。 

しかし、『モデルで整備する共通基盤と各社の自由競争の分野の境界ラインについて適切

と考えるもの』についての回答をみると、「境界ライン」の見解については各社にばらつき

があった。「①マスタ標準化までを共通基盤とするので十分と考える」と答えたところは無

かった。 
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4. 標準的電子カルテについて

8（30.8%）

8（30.8%）

21（80.8%）

24（92.3%）

17（65.4%）

17（65.4%）

4
（15.4%）

2
（7.7%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

標準的なモデルの作成に各社のコンセンサスが重要ですが、

そのコンセンサス会議に参加するお気持ちはある

標準的モデルの使用を各社が活用することにご賛同する

標準的モデルを活用すると各社の特長がなくなると考える

標準的モデルを活用するよりも各社自由に従来とおり

競争するほうが医療機関（顧客）にとって良いと考える　

はい いいえ 無回答など

 
図４．１－３４ 標準的電子カルテについて 

 
4.5.モデルで整備する共通基盤と各社の自由競争の分野の境界ラインについて適切と考えるもの（いずれかひとつを選択）

②
5（22.7%）

③
5（22.7%）

④
3（13.6%）

⑤
5（22.7%）

⑥
2（9.1%）

⑦
2（9.1%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①マスタ標準化までを共通基盤とするので十分と考える ②特定の相手とのメッセージ交換までで十分と考える

③不特定の相手とのメッセージ交換までを共通基盤と考える ④情報の共有を特定の相手とできるように基盤整備するのが望ましい

⑤不特定の相手との情報共有をできるように基盤整備することが望ましい ⑥現状では判断できない

⑦無回答など

 
図４．１－３５ 標準的電子カルテについて(2) 

 

（３）標準化に向けて 

１）標準マスタの整備 

全てに問いについて、「はい」が「いいえ」を上回った。特に『すでにある標準マスタの

一層の整備』は「はい」25件（96.2%）が「いいえ」を大きく上回った。 

また、『今後、マスタの標準化のためには何が重要とお考えですか？（複数回答可）』に

ついて、「①マスタの保守」が 23件（39.7%）と最も多く、更に「⑤その他（記述式）」に

「マスタ移行時に再開発が必要になるのは困る」（同様 2 件）、「リリース時期も問題視す

べき」（同様 2件）とあるなど、「マスタの保守」に関して、各社が具体的な要望も持って

いることが分かった。 

次いで、「③ローカライズ・ルール（標準マスタを維持するための拡張ルールの整備）」

13件（22.4%）、「④マスタの利用目的と適用範囲の明確化」9件（15.5%）が多かった。 
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5.1.標準マスタの整備

25（96.2%）

17（65.4%）

17（65.4%）

22（84.6%）

22（84.6%）

21（80.8%）

1
（3.8%）

9（34.6%）

8（30.8%）

3
（11.5%）

3
（11.5%）

4
（15.4%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

すでにある標準マスタの一層の整備

症状や診察所見等の標準テンプレートマスタの整備

診療記録で使用するシェーママスタの整備

看護用語マスタの整備

病名と医薬品の相互チェックマスタの整備

実施する検査内容や医薬品、処置等安全管理のための

オーダ相互のチェックを行うためのマスタ整備

はい いいえ 無回答など

 
図４．１－３６ 標準マスタの整備 

 
5.1.7.今後、マスタの標準化のためには何が重要とお考えですか？（複数回答可）

①
23（39.7%）

②
6（10.3%）

③
13（22.4%）

④
9（15.5%）

⑤
7（12.1%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①マスタの保守 ②マスタの権利問題

③ローカライズ・ルール
（標準マスタを維持するための拡張ルールの整備）

④マスタの利用目的と適用範囲の明確化

⑤その他（記述式）  
図４．１－３７ 標準マスタの整備(2) 

 
◇ マスタ移行時に再開発が必要になるのは困る 2件

◇ リリース時期も問題視すべき 2件

◇ その他 3件

医薬品は国の承認を経て登録されるので問題ないが（添付文書のコード化はこれから）、診療材料や診療行為、その他医療行為全般に
ついて、日進月歩の世界があり、必要なマスタが必要なタイミングで報告され、各々の管理機関で精査し、速やかに公知できる組織体
制作りが重要

歯科標準点数マスタの整備を急いで頂きたい

高い品質の確保、及びデータに関する責任の明確化

現時点では標準化を進める理由について、顧客の理解が即座に得られる環境には至っていないと思われます。標準化推進の意義に関す
る啓蒙活動に加え、短期的には「標準化推進補助金」とでも言うべきものも必要かもしれないと思われます

マスタの保守は絶対条件と考えておりますが、更に、リリース時期も問題視するべきだと考えます（例えば薬剤等については、使用可
能となる１週間前迄にはベンダーに供給）

MEDIS提供の病名マスタVER1にて実装を行ったが、VER2に移行時に再開発が必要となる等、マスタの整備にあたり、ある程度、将来動
向を見据えた仕様設定をお願いしたい

マスタ保守をする為にプログラムの改修が必要になるのは困る。現状のマスタ保守は、レイアウトの変更等が多数あり、プログラムの
改修を必要とする場合が多い

 
図４．１－３８ 標準マスタの整備(2) ⑤その他（記述式） 
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２）メッセージ交換／標準モデルの整備 

『病院情報標準的モデルの整備』、『部門間標準メッセージ交換規約の整備』、『医療機関

間の情報交換に関わる標準仕様の整備』については、「はい」の回答が 7割以上で、「いい

え」を上回った。『院内の診療情報保存に関わる標準仕様の整備』については、「はい」１

４件（53.8%）で「いいえ」12件（46.2%）を上回ったが、低い結果となった。 

 

5.2.メッセージ交換／標準モデル等の標準仕様の整備

21（80.8%）

14（53.8%）

23（88.5%）

19（73.1%）

5（19.2%）

12（46.2%）

3（11.5%）

7（26.9%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院情報標準的モデルの整備

部門間標準メッセージ交換規約の整備

院内の診療情報保存に関わる標準仕様の整備

医療機関間の情報交換に関わる標準仕様の整備

はい いいえ

 
図４．１－３９ メッセージ交換／標準モデルの整備 

 

３）開発者側／医療機関側の体制 

全ての問いについて、「はい」の回答が「いいえ」を上回った。 

特に、『病院業務を理解しているエンジニア育成』は「はい」25件（96.2%）が、「いい

え」を大きく上回った。 

 
5.3.開発者側／医療機関側の体制について

21（80.8%）

18（69.2%）

25（96.2%）

5（19.2%）

8（30.8%）

1
（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

病院業務を理解しているエンジニア育成

オブジェクト指向技術を理解するエンジニア育成

病院側でコンピュータスキルを有する人材育成

はい いいえ

 
図４．１－４０ 開発者側／医療機関側の体制 
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４）全体的な取り組み 

全ての問いについて、「はい」の回答が 7割以上となり、「いいえ」を上回った。 

特に、『標準仕様準拠の際の開発補助金等の支援』は「はい」24件（92.3%）で、「いい

え」を大きく上回った。 

 

5.4.全体的な取り組み

24（92.3%）

20（76.9%）

19（73.1%）

20（76.9%）

2
（7.7%）

6（23.1%）

7（26.9%）

6（23.1%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

標準マスタ・コードを医療機関へ配布する機構の整備

標準仕様準拠を審査する機構の整備

標準仕様を周知・教育する機構の整備

標準仕様準拠の際の開発補助金等の支援

はい いいえ

 
図４．１－４１ 全体的な取り組み 

 

５）開発に関わる事項 

全ての問いについて、「はい」の回答が 7割以上となり、「いいえ」を上回った。 

特に、『十分な開発期間が必要（開発が短納期で標準化に対応するための開発リスクが大

きすぎることから）』は「はい」24件（92.3%）で、「いいえ」を大きく上回った。 

また、「5.5.4.その他」として、自由記入欄を設けたところ、「データ移行やシステム変更

等への考慮」という意見が 1件あった。 

5.5.開発に関わる事項

19（73.1%）

21（80.8%）

24（92.3%）

6（23.1%）

5（19.2%）

2
（7.7%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

十分な開発期間が必要（開発が短納期で標準化に

対応するための開発リスクが大きすぎることから）

外部保存等法的制度上の制約の解除

正確かつ精度の高いシステム要件定義

はい いいえ

 

図４．１－４２ 開発に関わる事項 
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（４）標準化に向けた試みについて 

１）IHE-Jについて 

『IHE-Jについて、名前は知っている』は「はい」22件（84.6%）が、「いいえ」4（15.4%）

を大きく上回っているが、『IHE-J の動向をよく把握している』と『今後、IHE-J 規格を

貴社製品に適用する予定はありますか』については、「いいえ」が「はい」を上回った。 

 
6.1.IHE-J について

9（34.6%）

8（30.8%）

22（84.6%）

15（57.7%）

18（69.2%）

4（15.4%）

2
（7.7%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IHE-Jについて、名前は知っている

IHE-Jの動向をよく把握している

今後、IHE-J規格を貴社製品に

適用する予定はありますか

はい いいえ 無回答など

 
図４．１－４３ HE-Jについて 

 

２）厚生労働科学研究について 

『業務フローモデルについて知っている』、『機能モデルについて知っている』について

は、「いいえ」が「はい」を上回った。 

『米国でＥＨＲの Functional Descriptorsの標準化の作業が進んでいます。この活動に

興味がある』については、無回答を入れると、「はい」が半数の 13件（50.0%）であった。 

『HL７の V3.0における RIM（Reference Information Mode、参照情報モデル）につ

いて、情報モデルとしての標準化に関心がある』、『我が国でも RIM と同様の情報モデル

を整備する必要がある』、『HL7の CDA（Clinical Document Architecture、医療ドキュメ

ント交換規約）を知っている』、『JAHISでもこれらをウォッチしたり、整備の活動に参加

したりしていますが、活動することに関心がある』については、「はい」が、「いいえ」を

上回った。 

 



 
 

 - 63 -

6.2.厚生労働科学研究について

22（84.6%）

18（69.2%）

16（61.5%）

19（73.1%）

13（50.0%）

6（23.1%）

11（42.3%）

4（15.4%）

8（30.8%）

8（30.8%）

6（23.1%）

12（46.2%）

20（76.9%）

15（57.7%）

2
（7.7%）

1
（3.8%）

1
（3.8%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

業務フローモデルについて知っている

機能モデルについて知っている

米国でＥＨＲのFunctional Descriptorsの標準化の

作業が進んでいます。この活動に興味がある

HL７のV3.0におけるRIM

（Reference Information Mode、参照情報モデル）

について、情報モデルとしての標準化に関心がある

我が国でもRIMと同様の情報モデルを整備する必要がある

HL7のCDA（Clinical Document Architecture、

医療ドキュメント交換規約）を知っている

JAHISでもこれらをウォッチしたり、整備の活動に

参加したりしていますが、活動することに関心がある

はい いいえ 無回答など

 
図４．１－４４ 厚生労働科学研究について 
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３）自由回答 

アンケートの最後に、自由解答欄を設けたところ、様々な意見を得られた。 

 

①各標準化の項目に優先順位をつけて実施すべき
  （１）標準マスタ （２）院内 I/F の標準化
②診療報酬計算のシステムを利用しやすく見直す

各医療機関においては多種多様な運用が行われています。それらを標準化していけるかが、標準化の鍵となると思います

①医療の効率化、質の向上、医療費の抑制などの効果を目的として、精度の高いクリティカルパスの内容を標準で公開してほしい
②電子カルテシステムにより診療を行った場合に何らかの点数を加算するように改正してほしい
⇒中小規模の病院は経営が厳しい状況から、電子カルテの導入に際し、点数により費用が一部回収できることになると、電子カルテの
普及が相当早まると思われる

診療報酬の短期間改定が無くなり、安心してシステム構築できる環境にならない限り、病院にとって付加価値の高い電子カルテシステ
ムは構築できない。コードや保存の形態の標準化を進めると同時に診療報酬改定と、電子カルテとの関係について整理する必要がある

①HELICS，MEDIS-DC，JAHIS，MedXMLなど、標準化に係わっている機関がいろいろありますが、どのような関係にあるのか教えていた
だけるとありがたいです
②「電子カルテ」というものの捉え方がまちまちなので、どういう意味で使っているのか明確にしていただきたいと思います

◇ その他、電子カルテの標準化に関してご意見、感想、JAHISや行政への希望などありましたら、以下に自由にお書きください。（原文まま）

 

図４．１－４５ 自由回答 
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４．２ ユーザ調査のまとめ 

  調査ユーザに導入・運用されているシステムを形態別に分類すると、下表の通りであ

る。外部連携（施設間データ交換）を行っているユーザについては全て患者へのネット

ワーク経由でのカルテ開示を行っている。 

  

表４．２－１ 調査医療機関のシステム化状況 

地域における施設間データ交換まで実現している形態 4 機関 

電子カルテ等が単独の病院に導入されて 電子カルテ 6 機関 

いる形態 オーダリングのみ 2 機関 

 

４．２．１ 電子カルテ・オーダリングシステムの導入目的と評価 

 

   電子カルテ・オーダリングシステムの導入目的と評価について重要度の高いものか

ら 3項目を選択してもらったところ、「（1）患者のためのカルテシステム」（27.8％）と「（2）

情報の共有化」（30.6％）が多く選択された。 

 

 

図４．２．１－１ 電子カルテ・オーダーリングを導入した目的、期待 

 

 上記の中で最も重要度が高い項目について選択してもらったところ「（1）患者のため  

のカルテ」（58.3％）と「（2）情報の共有化」（41.7％）で他の項目はなかった。 

 

電子カルテ・オーダリングを導入した目的、期待 

電子カルテ・オーダリングを

導入した目的、期待 
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図４．２．１－２ 最も重要度の高い項目 

 

 

４．２．２ 導入前のシステム目的・期待に対する導入後の達成度について 

(１)「患者のためのカルテシステム」（１０機関） 

満足、やや満足合わせて７０％を占め、やや不満、不満はなかった。 

 

 

図４．２．２－１ (１)患者のためのカルテシステム達成度 

 

 満足の理由 

・ カルテ開示をはじめて患者さんの満足度も高く、患者数も増加。 

・ かかりつけ医が状況を見ながら説明できる。 

・ 患者さんが自宅でカルテの参照や健康日誌の書き込みを出来るようになった。 

満足に至っていない要素 

・ 難しい病名、症例について患者さんに開示できないものがあり判断に迷う。 

・ 患者サービス自体は大きく変わらなかった。 

・ 医師のカルテの書き方がまだ徹底されていない部分がある。 

 

 

最も重要度の高い項目 

最も重要度の高い項目 

(１)患者のためのカルテシステム 

患者のためのカルテシステム 
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(２)「情報の共有化」（１１機関） 

満足、やや満足合わせて９０％を占め、やや不満、不満はなかった。 

 

 

図４．２．２－２ (２)情報の共有化達成度 

 

 満足の理由 

・ 院内は紙カルテの搬送が無くなった等、非常にメリットが大きい。 

・ 情報の集約度が高まった。 

・ 病院内のスタッフだけでなく、院外、患者さんとのデータ共有もでき、非常に満

足している。 

・ 電子カルテの真正性から、後でごまかしがきかないため、職員の意識が上がる。 

  満足に至っていない要素 

・ 外部連携はセキュリティが問題で、まだ行っていない。 

 

(３)「カルテ記載・診療の標準化」（4機関） 

満足、やや満足はなく、普通が７５％、やや不満が２５％の回答であった。 

 

 
図４．２．２－３ (３) カルテ記載・診療の標準化の達成度 

 

 満足に至っていない要素 

・ サマリー作成が医師によってまだ標準化されていない。 

（2）情報の共有化 

情報の共有化 

（3）カルテ記載・診療の標準化 

カルテ記載・診療の標準化 
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・ 開示の幅、EBM、インフォームドコンセントなどのルールが確立していない。 

 

(４)「運営の効率化」（4機関） 

すべての機関がやや満足という回答であった。 

 

 

図４．２．２－４ (４) 運営の効率化の達成度 

 

 満足に至っていない要素 

・ 各科カルテのため保管場所の確保の問題が残る。 

・ 費用、時間、内部調整の問題でクリティカルパスの導入が見送られた。 

・ 電子カルテの操作性に今一つ満足できない部分がある。 

 

(５)「病院経営に有用」（3機関） 

完全に満足の機関はなく、やや満足、普通、やや不満とそれぞれ 1機関が回答した。 

 

 

図４．２．２－５ (５) 病院経営に有用の達成度 

 

満足に至っていない要素 

・ 経営に役立てられるデータが医事会計からしか取れない。 

・ 原価計算のデータがどこまで取れるか、わからない。 

（4）運営の効率化 

運営の効率化 

（5）病院経営に有用 

病院経営に有用 
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(６)「医療の質の向上」（3機関） 

完全に満足の機関はなく、やや満足が 2機関、普通が 1機関と回答した。 

 

 
図４．２．２－６ (６) 医療の質の向上の達成度（３機関） 

 

 満足の理由 

・ 現在はデータの蓄積段階であるが、今後活用が期待できる。 

・ 単純ミスが無くなり意識が向上した。 

満足に至っていない要素 

・ データの後利用のシステムがこれからである。 

 

(７)「その他」（1機関） 

その他の目的を設定した施設では、「業務改善」を大きな目標としていた。そして、そ

の達成度は満足とのこと。その理由は「電子カルテの導入は単に従来人手､紙で行ってい

たことをコンピュータ化することでは意味がなく、業務の流れおよび運用から改善する

ことが重要との院長方針があった。そして、完全予約制、診察室の診察待ち順および呼

び出しの運用を大幅に省力化した。その結果、診療待ち時間の短縮や、受付担当者、看

護師の負荷軽減・人数の縮小が可能となった。」との回答であった。 

 

４．２．３ 標準化についての医療機関からの意見 

 

(１)  標準マスタの採用について 

1）ＭEDIS殿提供の病名マスタ 

MEDIS殿提供の病名マスタについては 90％以上の医療機関が使用していると回答し、

使用していないは 1機関のみであった。 

 

（6）医療の質の向上 

医療の質の向上 
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 図４．２．３－１ MEDIS殿提供の病名マスタを使用している 

 

 使用していない理由は「②ベンダーが別のマスタを推薦した」であった 

 

 図４．２．３－２ 使用していない理由 

 

2）MEDIS殿提供の手術処置マスタ 

MEDIS殿提供の手術処置マスタについては使用していると回答した医療機関は 50％

に届かなかった。 

 

 図４．２．３－３ MEDIS殿提供の手術処置マスタを使用している 

 

 使用していない理由は「①既に院内にマスタを持っているから」と「⑥その他」で

回答の 80％以上を占めた。 

MEDIS殿提供の病名マスタを使用している 

MEDIS 殿提供の病名マスタ

を使用している

使用していない理由 

使用していない理由

MEDIS殿提供の手術処置マスタを使用している 

MEDIS 殿提供の手術処置マ

スタを使用している 
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 図４．２．３－４ 使用していない理由 

 

「⑥その他」の理由（記述式回答） 

・ 導入時の時間的制約の中で他病院のものを参考にした。 

・ 診療所のため手術がない。 

・ 現在、使用の準備中 

 

3）MEDIS殿提供の医薬品マスタ 

MEDIS 殿提供の医薬品マスタについては使用していると回答した医療機関は全体の

30％程度であった。 

 

 

図４．２．３－５ MEDIS殿提供の医薬品マスタを使用している 

 

 使用していない理由は「①既に院内にマスタを持っているから」が、75％の回答を占め

たが一部にはメンテナンスの不安を上げた医療機関もあった。 

 

使用していない理由 

使用していない理由 

MEDIS殿提供の医薬品マスタを使用している 

MEDIS 殿提供の医薬品マス

タを使用している
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図４．２．３－６ 使用していない理由 

 

4）ＭEDIS殿提供の検査項目マスタ 

MEDIS 殿提供の検査項目マスタについては使用していると回答した医療機関は 2 機

関、全体の 20％に満たなかった。 

 

図４．２．３－７ MEDIS殿提供の検査項目マスタを使用している 

 

   使用していない理由の 40％は「①既に院内にマスタを持っているから」であるが、

ベンダーの推薦や、検査センターのマスタに合わしているとの回答をされた医療機関

もあった 

 

 

 

使用していない理由 

使用していない理由

MEDIS殿提供の検査項目マスタを使用している 

MEDIS 殿提供の検査項目マ

スタを使用している
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図４．２．３－８ 使用していない理由 

 

「⑥その他」の理由（記述式回答） 

・ 検査センターのコードを使用している。 

・ マスタに不備がある。 

 

5）ＭEDIS殿提供の医療材料マスタ 

MEDIS 殿提供の検査項目マスタについては使用していると回答した医療機関は 1 機

関、全体の 10％に満たなかった。 

 

 図４．２．３－９ MEDIS殿提供の医療材料マスタを使用している 

 

 使用していない理由は「⑤マスタの機能不足」（36.4％）、や「⑥その他」（18.2％）

が多く、医療材料については未登録品が多く、診療上および請求のタイミングから登

録を待つこともできず、また医療機関単独で登録するとコード重複の心配もあるとの

ことであった。 

 

使用していない理由 

使用していない理由

MEDIS殿提供の医療材料マスタを使用している 

MEDIS 殿提供の医療材料マ

スタを使用している 
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 図４．２．３－１０使用していない理由 

 

「⑥その他」の理由（記述式回答） 

・ 物流システムが導入されていない。 

 

(２) データ交換規約の採用について 

1）ＨＬ７を標準データ交換規約として採用している。 

ＨＬ７を標準データ交換規約として採用していると回答した医療機関は、全体の 50％

に届かなかった。 

 

図４．２．３－１１ ＨＬ７を標準データ交換規約として採用している。 

 

 情報源についての質問は、ベンダーにまかせている医療機関が多く、はっきりした

ことがわからないとの回答が 40％と多くあった。 

 

使用していない理由 

使用していない理由 

ＨＬ７を標準データ交換規約として採用している 

ＨＬ７を標準データ交換規

約として採用している 
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図４．２．３－１２ その情報源 

 

 使用していない理由は「①使用する機会がなかった」をすべてが上げられた。 

 

 

図４．２．３－１３ 採用していない理由 

 

2）ＤＩＣＯＭを採用している。 

ＤＩＣＯＭを採用していると回答した医療機関は、全体の 80％を超え画像診断には

かかせない交換規約である。特に最近の医療機器はＤＩＣＯＭを採用している点と多

くの機関からご指摘があった。 

  

図４．２．３－１４ ＤＩＣＯＭを採用している 

 

採用していない理由 

採用していない理由 

情報源 

情報源 

ＤＩＣＯＭを採用している 

ＤＩＣＯＭを採用している 
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情報源についての質問は、ベンダーにまかせている医療機関が多く、「②得意とするソ

フトハウスから」と、わからないとの回答が 70％を占めた。 

 

 図４．２．３－１５ その情報源 

 

3）ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交換規約を採用している。 

ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交換規約として採用していると回答した医療機関は、1 機

関であった。 

 

図４．２．３－１６ ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交換規約を採用している 

 

採用していない理由は「①使用する機会がなかった」が 50％を超えた。 

 

図４．２．３－１７ 採用していない理由 

情報源 

情報源

ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交換規約を採用している 

ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交

換規約を採用している 

採用していない理由 

採用していない理由 
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「④その他」の理由（記述式回答） 

・ 存在を知らなかった。 

・ ＰＲ不足ではないか。 

・ ＨＬ７との差異が明確でない。 

 

 

4）ＪＡＨＩＳ処方データ交換規約を採用している。 

ＪＡＨＩＳ処方データ交換規約として採用していると回答した医療機関は、1 ヶ所も

なかった。 

 

図４．２．３－１８ ＪＡＨＩＳ処方データ交換規約を採用している 

 

 

採用していない理由は「①使用する機会がなかった」が 50％を超えた。 

 

図４．２．３－１９ 採用していない理由 

 

「④その他」の理由（記述式回答） 

・ 存在を知らなかった。 

・ ＰＲ不足ではないか。 

ＪＡＨＩＳ処方データ交換規約を採用している 

ＪＡＨＩＳ処方データ交換規

約を採用している 

採用していない理由 

採用していない理由 
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5）ＪＡＨＩＳ放射線データ交換規約を採用している。 

ＪＡＨＩＳ放射線データ交換規約として採用していると回答した医療機関は、1 ヶ所

もなかった。 

 

図４．２．３－２０ ＪＡＨＩＳ放射線データ交換規約を採用している 

 

採用していない理由は「①使用する機会がなかった」が 50％を超えた。 

 

図４．２．３－２１ 採用していない理由 

 

「④その他」の理由（記述式回答） 

・ 存在を知らなかった。 

・ ＰＲ不足ではないか。 

 

 

４．２．４ システム開発・導入時に苦労したこと 

 

  システムの開発・導入時に苦労したことについて特に「はい」が顕著なものは「③シ

ステムの基本設計に打合せ回数と時間を要した。」（9 機関）と「⑨当初予定の稼動時期

を守るのが大変であった。」（9 機関）であった。これは、電子カルテの開発は短期間に

ＪＡＨＩＳ放射線データ交換規約を採用している 

ＪＡＨＩＳ放射線データ交換

規約を採用している 

採用していない理由 

採用していない理由 
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多くの打合せの必要がある実情を物語っている。 

  逆に「いいえ」が多かった（苦労はさほどでなかった）点は「①システム導入の目標

を設定することに苦労した」（9機関）、「⑦施設間のデータ交換に苦労した」（10機関）

と「⑩費用が予定以上となった。または費用の適正化が必要」（9機関）であった。 

  「⑦施設間のデータ交換に苦労した」が意外に少ないのは、現在、施設間のデータ交

換をまだ行っていない機関が多いことが理由である。 

「②システム仕様書の作成に苦労した」という項目について「いいえ」と回答された

中には仕様書を作成しないで物作りを進めたとの回答をされた医療機関もあった。 

「④新しい機器の接続に苦労した」、「⑤既設の機器の接続に苦労した」については予

想外に数は少なかったが、医事会計との接続に苦労したとの意見が３箇所あった。 

「⑩費用が予定以上となった。または費用の適正化が必要」という項目について「電

子カルテはトータルの情報システムとしては、他の業種（生産管理等）と比べて必ずし

も高いとは言えないが、医師や現場から見た完成度を考えると割高感もある。」という意

見もあった。 

 

 図４．２．４－１ Ｑ４システムの開発・導入に苦労したこと 

 

４．２．５ 標準化が進行することの効果について 

 

   前項の苦労している「③システムの基本設計に打合せ回数と時間」と「⑨当初予定

システムの開発・導入に苦労したこと 

①システム導入の目標設定 

②システム仕様書の作成 

③基本設計の打合せ時間 

④新しい機器の接続 

⑤既設の機器の接続 

⑥マルチベンダー間の調整 

⑦施設間のデータ交換 

⑧仕様変更への柔軟性 

⑨当初予定の稼動時期 

⑩費用が予定以上になった 



             
 

- 80 -

の稼動時期を守る」の項目については、標準化により効果がでるとの意見が多かった。 

また「④新しい機器・部門システムとの接続が容易になる。」（10機関）に対して標準

化への期待が大きく、「⑦施設間のデータ交換の可能性が高まる。」（11 機関）について

は現在は行っていないが将来の他機関とのデータ交換時に標準化の効果が大きいとの回

答であった。 

  一方「⑧仕様変更の柔軟性が高まる。」（4 機関）については、標準化よりも他の要素

（パッケージの柔軟性、ＳＥの対応力等）が大きいため効果が少ないとの回答が多かっ

た。 

  アンケート項目にはないが、現行データ資産の継続使用や、データの可用性確保につ

いて標準化による解決の期待が強かった。それは電子カルテ稼動後に既存サブシステム

との接続や対象業務の拡大、またグループ病院内での電子カルテ導入施設の拡大などが

あるため、そういう要素が強い。 

  業務フローの標準化については、病院の性格や規模等に合わせて何通りか作成し、そ

れを医療機関が選択して、ある程度のソフトカスタマイズか、一層のこと運用をパッケ

ージに合わすくらいの覚悟で取り組むなどの考え方も必要との意見があった。 

 

図４．２．５－１ Ｑ５標準化が進行することの効果について。 

 

標準化が進行することの効果について 

①システム導入の目標設定

②システム仕様書の作成

③基本設計の打合せ時間

④新しい機器の接続

⑤既設の機器の接続

⑥マルチベンダー間の調整

⑦施設間のデータ交換

⑧仕様変更への柔軟性

⑨当初予定の稼動時期

⑩費用の適正化

⑪診療情報の恒久的な利用

⑫患者への情報開示が進む
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４．２．６ ｅ－ＪＡＰＡＮ戦略Ⅱの計画について 

 

  ｅ－ＪＡＰＡＮ戦略Ⅱについては、おおむね評価し、施設間のデータ交換が進むと回

答した医療機関が多かった。（7機関） 

 

図４．２．６－1 施設間のデータ交換は進むでしょうか 

 

  時期については、3 年後、5 年後、１０年後と意見が分かれた。これには院内まで

なら早いが、院外までのデータ交換に進むには時間がかかる、また薬局側の受入体制

が進まないのではないか、インフラの整備に時間がかかるのではないか、病院側のメ

リットが少ないのではないか等の意見があった。 

 

図４．２．６－2 処方箋、診断書等の電子化が進むのはいつごろでしょうか。 

 

普及に必要なことは「③法制度の規制緩和、育成推進施策」と回答した機関が多数

（7機関）を占めた。これについては他に以下ような意見が上がった。 

・ 処方箋の電子化のためには認証局等の情報インフラを全国均一に整備しなけれ

ば難しいのではないか。 

・ 紙から電子化するだけでは、患者さんのためにも、医療機関のためにもメリット

が見当たらない。 

施設間のデータ交換は進むでしょうか 

施設間のデータ交換は進むで

しょうか 

処方箋、診断書等の電子化が進むのはいつごろでしょうか 

処方箋、診断書等の電子化が進

むのはいつごろでしょうか 
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・ 個々の医療機関の電子カルテの導入が最も重要である。 

・ 住基ネットよりも厳しい取組みが必要である。（セキュリティ技術だけでなく市

民の安全を守るには運用上の担保も必要となる。また自治体病院においては、安

全性を保証する事について市民への説明責任があり、市民へのコンセンサス作り

に慎重に対処する必要がある。） 

・ セキュリティガイドライン等の作成により、個人情報保護法に関する遵守事項が

明確になり施設間の情報交換が進むと思われる。 

 

図４．２．６－3 処方箋、診断書等の電子化普及に必要なこと（複数回答有り） 

 

４．２．７ 標準化をより一層推進するために何が必要と思われますか 

 

  この項については、特に重要だと思われるものを数に制限をつけて、お聞きした。 

  標準マスタの整備については以下の 3項目が 70％を超えた。 

・「すでにある標準マスタの一層の整備」については特に医療材料マスタが、すべての

品目が登録されていない、新規登録もできない等問題が多く、改善を強く望まれた。 

・「看護用語マスタの整備」については看護用語が院内においても個人でまちまちで現

在苦労しているとのことであった。 

・「病名と医薬品の相互チェックマスタの整備」については単なる医薬品マスタは各医

療機関が既に持っており、相互チェックのような付加価値を希望された。 

 

処方箋、診断書等の電子化普及に必要なこと 

処方箋、診断書等の電子化普及

に必要なこと 
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図４．２．７－１ 標準マスタの整備 

 

 

   今後のマスタの標準化のために重要と考えていることは、「マスタの保守」（6機関）

が最も多く、次いで「標準マスタを維持、改善するためのルール整備」（5機関）、「マ

スタの適用範囲の明確化」（4機関）であったが、特にマスタの目的と適用範囲がユー

ザにしっかり伝わっていない実情が明らかになった。 

また、自由な意見として「MEDIS 殿提供の各マスタについては医療機関からの質

問や、意見及びその回答をオープンにして欲しい」との意見をいただいた。 

 

図４．２．７－２ 今後のマスタの標準化のために重要な項目（複数回答有り） 

 

 

   メッセージ交換等の標準化が整備・普及されるために必要な事項については、「医療

機関間の情報交換に関わる標準仕様の整備」（9機関）、「部門システム間メッセージ交

換規約の整備」（7 機関）であった。「病院情報システムの標準モデルの整備」につい

ては、「価格は下がるが、既に特長ある製品パッケージを持つベンダーが相手にしない

標準マスタの整備 

今後のマスタの標準化のために重要な項目 

今後なマスタの標準化のため

に重要な項目 

すでにあるマスタの整備

テンプレートマスタの整備

シェマーマスタの整備

看護用語マスタの整備

病名と医薬品の相互チェック

オーダ相互チェック
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のではないか、またメッセージ交換のデータを標準化することはできても各社のシス

テム本体を標準モデルにすることは難しいのではないか」との意見もあった。 

 

 

図４．２．７－３ メッセージ交換等の標準化がより整備・普及されるのに必要な事項 

 

全体的な取組みについて必要な事項は、「標準マスタ・コードを医療機関へ配布する

機構の整備」（8機関）と「診療情報の外部保存、文書保存等の法制度上の制約解除」

（8機関）がともに 60％を超えた。「標準マスタ・コードを医療機関へ配布する機構の

整備」については作成も重要であるが、それと同等に、それを広報、普及、推進、改

善に具体的に取組んでいく体制の整備が重要とのことであった。「診療情報の外部保存、

文書保存等の法制度上の制約解除」については、照射録、診断書等の紙で保存しなけ

ればならない記録が多すぎるとの意見があった。 

 

メッセージ交換等の標準化がより整備・普及されるのに必要な事項 

病院情報システムの標準的モ

デルの整備

部門システム間メッセージ交

換規約の整備

院内の診療情報保存に関わる

標準仕様の整備

医療機関の情報交換に関わる

標準仕様の整備
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 図４．２．７－４全体的な取組みについて必要な事項 

 

４．２．８ その他のご意見 

 

 「標準化が今後進むためには」ということで自由にご意見をうかがったところ、以下の

通りであった。 

・ 電子カルテの定義をまずはっきりして欲しい。 

・ 用語（言葉）の統一を進めて欲しい。 

・ メッセージ交換の 3原則があいまいで判断に困る。 

・ 諸記録を含めたすべての診療情報について電子保存を認めて欲しい。 

・ 個人情報保護法の医療における具体的な取扱いを２００５年までに明確にして欲し

い。 

・ 電子化のコストとメリットの差が大きい。診療点数等を含め業界全体で議論して欲

しい。 

・ ベンダーの標準化に対する足並みをそろえるために、ベンダーに対する標準化への

説明、教育をＪＡＨＩＳとして行って欲しい。 

・ コードやデータ交換規約の標準化だけでなく、一層のことアプリケーションの統一

まで進めて各社で共通のＰＫＧとしてはどうか。（しかし、自由な競争、創意工夫があ

るから進歩があるので、ＰＫＧそのものの共通化はＪＡＨＩＳとして考えていない。

オープンソースでの共通部分とか、モデリングによる各社共通の開発基盤が必要と考

えている。） 

・ ユーザサイドの視点での標準化を希望する。(例えば、保険者番号の標準化など)標

全体的な取組みについて必要な事項

標準マスタ・コードを医療機関

へ配布する機構の整備

標準仕様準拠を審査する機構

の整備

標準仕様を周知・教育する機構

の整備

標準仕様準拠の際の開発補助

金等の支援

診療情報の外部保存、文書保存

等の法制度上の制約解除
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準化が進んでも、それを導入する施設が、どれだけ広がるかが重要ではないか。コス

ト、技術の問題もあり、医師会、自治体等が中心にならないと難しい。 

・ 医療の場合でもセキュリティはなかなか１００％安全にならない。むしろ、効果、

患者さんにとってのメリットを考慮して、患者さんが総合的に判断し、自己責任によ

りシステム、方式を選択することが大切ではないか。 

・ 電子カルテから医事会計までのフロント機能の標準化だけでなく、その先の人事給

与、物流管理、財務会計、管理会計までのバックオフィスの部分までの標準化を真剣

に進めて欲しい。 

 

４．２．９ 調査結果の分析 

 

(１) 電子カルテシステム先行導入病院では、カルテ開示がまだ実現していないことや、

診療の標準化、カルテ記載の標準化がまだ徹底できていない等、いくつかの課題はあ

るが、十分に運用し活用され、当初のシステム導入目的についても達成度が高いとい

える。 

(２)  標準マスタについては、病名マスタは非常に多く利用されているが、その他のマス

タについては利用が少ない。原因は既に病院にマスタがあることがほとんどである。

特に医療材料マスタについては期待が強いが、品目数やメンテナンス等、現行の制度

の中では限界がある。 

(３)  データ交換規約についてはベンダーまかせで、どちらかというと関心が低いといえ

る。ＨＬ７（41.7％）、ＤＩＣＯＭ（83.3％）は浸透しているが、ＪＡＨＩＳの各デー

タ交換規約は、ほとんど知られていない。 

(４) システム導入時の苦労については打合せ回数の多さと、納期に苦労している。標準

がなく各医療機関毎に設計～開発までを個々に行っており、本格的な普及が始まって

２～３年という立ち上がり段階であるが、重複開発は非常に効率が悪く､早く標準的な

開発基盤の確立が望まれる。 

(５) 標準化の効果については、機器間の接続及び施設間のデータ交換に効果が出易いこ

とが明確になった。意見を追加することを許されるならば、施設間のデータ交換規約

と電子カルテシステムの情報モデリングとは、非常に相互関連性が強く、将来的な観

点からは、情報モデリングまで踏み込んで標準化していくことが大切ではないだろう

か。 

(６) ｅ－ＪＡＰＡＮ戦略Ⅱの計画については、進展予測時期に大きなばらつきが見られ
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た。原因は、認証局などの情報インフラの整備、保険薬局の受入側体制等が広範囲か

つスケールが大きいため、その整備時期の予測が困難なことである。また医療機関の

メリットが見当たらないこと、そして住基ネットよりも厳しいセキュリティと安全性

の確保が障壁となっている。 

(７) 標準化をより一層推進するためには、すでにあるマスタの一層の整備、看護マスタ、

病名と医薬品の相互チェックマスタの作成が上げられたが、マスタの目的と適用範囲

がユーザにしっかり伝わっていないことが明らかになった。医療施設間のメッセージ

交換の標準化のためには、病院情報システムの標準的モデルの整備が重要であり、各

社のコンセンサスを得た共通基盤（情報モデル等）が必要である。 
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４．３ ベンダ調査結果とユーザ調査結果の対比 

 

４．３．１ 標準マスタの使用状況と意見について 

（１）病名マスタ 

    ベンダー８４％、ユーザ９１％の圧倒的多数が使用していると回答しており、マスタの

使用目的と利用対象範囲が明確であり、ベンダー、ユーザ共に採用メリットを感じている。

今後、フィールドからの意見を吸収し、更なる普及を目指して欲しい。 

 

（２）手術処置マスタ 

   使用率はベンダー２３％、ユーザ４１％であり、各社・各ユーザで既に持っているマス

タから標準マスタへの切り換えのメリットが明確になっていないと言える。 

   従来の伝票内容をオーダマスタとし、保険請求用にはレセプト電算マスタを使用する組

み合わせが中心になっている。「現場で使われているものと数や名称が合わない」という意

見もあり、利用対象範囲を明確にしたマスタの充実・改善が望まれる。 

 

（３）医薬品マスタ 

   使用率はベンダー４２％、ユーザ３３％である。新規に開発するパッケージ、および全

面的に刷新するユーザについては、ＨＯＴコードを中心に利用するメリットが十分にある

と認識されている。しかし、各社、およびＪＡＨＩＳが相当な時間と費用をかけて作り上

げた独自の医薬品マスタコード体系をもっており、既に多数のユーザに適用して運用中で

ある。多数のユーザで運用中のものを、新しく切り換えるメリットを見つけられない状態

と言える。切り換えるには、双方のコードのリンク付けと、稼動中ユーザのデータ資産を

バッチ処理でコード置き換えする必要がある。期待される効果よりもリスクが断然大きい。

ユーザおよびベンダーにとっての新たなメリットの創出が望まれる。 

 

（４）検査項目マスタ 

   使用率はベンダー２３％、ユーザ１６％である。検査センターや院内検査システムのコ

ードなど手近かにある確実なコードを採用している実情が明らかになった。また、「マスタ

の項目が不足しており、対象分野が狭い」、「マスタに含まれている情報の検査業界におけ

る位置付けが不明」など、マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないという基本的問

題も指摘されている。利用体操範囲を明確にした充実・改善が望まれる。 
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（５）医療材料マスタ 

   使用率はベンダー１５％、ユーザ９％で５つのマスタ中で も低い結果であった。ベン

ダー意見として、「現場で使われているものと数や名称が合わない」、「材料メーカまかせの

メンテナンスの為、品質上使用することが困難」とむしろ使用に反対の意見があることが

明確になった。 

   一方、ユーザ意見として現状は医療材料のマスタを独自に作成しているが、メンテナン

スに苦労しており、医療材料の「もの」に同期してメンテナンスされる標準マスタの登場

を期待する声が強かった（医療材料そのものは存在するが、標準マスタ上にないものがあ

るとのこと）。制度面からの抜本的改善が望まれる。 

   医療材料のマスタは、各社、ユーザとも既存のマスタがなく、ニーズが大きいため、要

件を満たすマスタは、むしろ他の標準マスタよりも急速に普及すると予想される。 

 

（６）標準マスタの標準化をより一層推進するために必要な事項について 

   ベンダー意見とユーザ意見の結果が、偶然にも一致した。両者とも、特に重要と思う項

目に、「すでにある標準マスタの一層の整備」、「看護用語マスタの整備」、「病名と医薬品の

相互チェックマスタの整備」を挙げている。 

   そして、「すでにある標準マスタの一層の整備」は、具体的には「マスタの保守」、「ロー

カライズ・ルール（標準マスタを維持するための拡張ルールの整備）」、の改善保守のルー

ルのオープン化であり、フィールド利用者の意見を反映したマスタの保守に対する要望が

顕著であった。また、「マスタの利用目的と適用範囲の明確化」が意外に多く、ベンダー、

およびユーザに標準マスタの目的と利用方法が十分に伝わっていない実情が明らかになっ

た。 

 

（７）全体的な取り組みについて 

   ベンダー、ユーザ共に、「標準マスタ・コードを医療機関へ配布する機構の整備」が重要

と挙げており、標準マスタの普及には「普及のしくみ強化」が大切と判明した。これは、

「保守体制」、「フィールド意見の的確な吸い上げ体制」、「医療機関に広報、利用への動機

つけの体制」、そして「実際に使用した評価結果のフィードバック体制」であり、ＪＡＨＩ

Ｓの担うべき役割と考える。 
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４．３．２ データ交換規約の使用状況と意見について 

（１）ＨＬ７データ交換規約 

   採用中は、ベンダー５７％、ユーザ４１％である。使用していない理由は、単純で「使

用する機会がなかった」がベンダー６１％、ユーザ１００％であり、使用する機会が今後

増えると予想されるため定着の方向と言える。 

 

（２）ＤＩＣＯＭ規格 

   採用中は、ベンダー７３％、ユーザ８３％である。ＤＩＣＯＭ情報の入手ルートとして、

「ＤＩＣＯＭを得意とするソフトハウスなどから」が両者共に 多であった。これは、

近の医療機器がＤＩＣＯＭ仕様になっていることと、技術普及にソフトハウスなどの支援

が大きかったことに繋がる。ほぼ定着状態と言える。 

 

（３）ＪＡＨＩＳ臨床検査データ交換規約 

   採用中は、ベンダー１１％、ユーザ８％である。使用していない理由は、「使用する機会

がなかった」が両者とも約５０％であり、使用せざるを得ない環境（検査センター側への

広報活動等）作りが重要なことが判明した。また、ユーザインタビューのなかで、「存在を

知らない」、「ＰＲ不足ではないか」の意見を頂き、ＪＡＨＩＳのＰＲ活動への指摘があっ

た。 も認知度の高いと想定した「臨床検査データ交換規約」でこの普及度であり、ＪＡ

ＨＩＳ標準化の施策の見直しが必要である。 

 

（４）ＪＡＨＩＳ処方データ交換規約、放射線データ交換規約 

   採用中は、ベンダー７％、ユーザ０％である。まず、各社への広報と、接続確認の場を

増やすような企画が必要と認識している。 

 

４．３．３ 標準的電子カルテ(モデリング)の採用見込みと意見について 

（１）ユーザ側の意見 

   ユーザは、これまでの電子カルテシステムの開発経験から、電子カルテのモデリング標

準があることにより、「システムの基本設計の打合せ回数と時間」が短縮され、「当初予定

の稼働時期を守る」効果に期待している。 

   また、データ資産の継続使用や、ベンダーが交替した場合のデータの可用性は､必須との

基本方針がある。 

   一方、業務フローの標準化については、病院の特色や規模による業務フローの相違が大
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きく、標準化には相当なパターンが必要でかつ、柔軟性も必須と考えている。 

   ベンダーの標準化への足並みについては、各社の個性、開発方針等から足並みが揃うこ

とを疑問と考える方が多い状況である。 

 

（２）ベンダー側の意見 

   ベンダーは、「標準的モデルの使用を各社が使用することに賛同する」が８０％であり総

論賛成だが、「標準的モデルを活用すると各社の特長がなくなる」および「標準的モデルを

活用するよりも各社自由に従来とおり競争するほうが医療機関にとって良いと考える」が

それぞれ３０％存在し、標準的モデルの作成方法、モデルの作成範囲を計画するにあたっ

ての示唆となる。標準化と「各社の特長」、「自由競争における柔軟性」がトレードオフに

ならないよう留意したい。 

   そして、モデルで整備する各社の共通基盤と自由競争の境界ラインについて、「特定の相

手とのメッセージ交換までで十分と考える」現状レベルが２２％、「不特定の相手とのメッ

セージ交換までを共通基盤と考える」ＨＬ７、ＤＩＣＯＭのメッセージ交換規約レベルが

２２％、そしてデータ構造、アプリケーションそのものまで踏み込む「情報の共有を特定

の相手とできるように基盤整備するのが望ましい」１３％、「不特定の相手との情報共有を

できるように基盤整備することが望ましい」２２％という分布になっている。これは、標

準モデルが実在しない現段階では、分布がばらつくことは止むを得ないことと考える。 

 

（３）標準モデルの作成について 

 ユーザ意見とベンダー意見を比較しまとめると以下のとおりである。 

１）標準モデルの具備すべきこと 

・必須要件 ：各社の特長、自由競争における柔軟性が維持できること。 

・ユーザ要件：システムの基本設計が楽に、かつ開発納期が短縮されるもの。  

   データの可用性に役立つもの。 

   多くの業務フローパターンに対応でき、柔軟性があること。 

 

２）標準モデルの作成においての留意事項 

・作成するプロセスにおいて、各社の足並み、産官学ユーザとのコンセンサスを 

 重要事項とする。 

・作成するよりも普及、保守、改善するほうが難しく、作成後のプロセス、体制も考慮し

て作成する。 
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・諸外国の標準モデルとの整合性確保 
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４．４ 注目すべき意見など 
今回のベンダー及びユーザ調査の際、調査項目以外に自由な意見を記述形式で回答され

たものの中から注目すべき意見を抽出する。 
 
４．４．１ ベンダ調査 
（１）マスター関連 
１）使用する動機として「外部とのインターフェースが必要な場合」、機会があれば使用す

る。 
２）現在使用中のマスターからの移行に作業量がかかる。 
３）現場で使用されている内容とマスターに差がある。 
４）マスターの品質が不安。（メンテナンス、項目数等） 
 
（２）データ交換規約 
１）データ交換する相手が必要としない若しくは対応出来ない状態にある。 
２）個々の規約と HL7との関係が不明確もしくは理解できない。 
 
（３）全体として自由回答 
１）HELICS、MEDIS-DC、JAHIS、MEDXMLなど、標準化に係わる機関がいろいろあ
りますが、どのような関係があるか教えていただけるとありがたいです。 
２）電子カルテ」というものの捉え方がまちまちなので、どうゆう意味で使っているかの

明確にしていただきたいと思います。 
３）標準の項目に優先順位をつけて実施すべき。 
標準マスタ 、内 I/Fの標準化 

４）診療報酬計算のシステムを利用しやすく見直す。 
５）医療機関においては多種多様な運用が行われています。それらを標準化していけるか

が、標準化の鍵となると思います。 
６）医療の効率化、質の向上、医療費の抑制などの効果を目的として、精度の高クリティ

カルパス内容を標準で公開してほしい。 
７）電子カルテシステムにより診療を行った場合に何らかの点数を加算するように改正し

てほしい。 
⇒中小規模の病院は経営が厳しい状況から、電子カルテの導入に際し、点数により費用が

一部改修できることになること、電子カルテの普及が相当早まると思われる。 
８）診療報酬の短期間改定が無くなり、安心してシステム構築できる環境にならない限り、

病院にとって付加価値の高い電子カルテシステムは構築できない。コードや保存の形態の

標準化を進めると同時に診療報酬改定と、電子カルテとの関係について整理する必要があ

る。 
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４．４．２ ユーザ調査 
（１）目的と評価 
１）開示は患者の自己責任により行われるものであり、オープン化を望む人がメジャー化

すれば状況も変わる。（患者のためのカルテ） 
２）診療の標準化は各々の医師の慣習があるため難しい。（記載の標準化） 
３）長年、行ってきた業務のシステム導入により変更することは大変である。（運営の効率

化） 
 
（２）標準化について 
１）メンテナンス不安。（ＭＥＤＩＳマスター） 
２）あいまいなものが多い、きちんとしたマニュアルを作成して欲しい。（MEDISマスタ
ー） 
３）PRが不足している。（JAHISのデータ交換規約） 
４）ベンダーへの指導を行って欲しい、HL7との違いが不明。（JAHISのデータ交換規約） 
 
（３）開発・導入時苦労 
１）電子カルテはトータル情報システムとしては、他の業種（生産管理等）と比べて必ず

しも価格が高いとは言えない。但し、医師や現場から見た完成度を考えると割高感もある。 
２）マルチベンダーはインターフェース部分で情報が漏れる心配が大きいのではないか。 
 
（４）標準化が進行することの効果 
１）業務フローに合わせ、ある程度、病院側の動きを変更する必要もある。 
２）業務フローは病院の性格や規模、患者の属性により１通りにはならないのではないか。 
３）過去データやベンダー変更時の移行がスムースになるような標準化を望む。 
 
（５）e-Japan戦略Ⅱの計画 
１）処方箋の電子化は国がインフラを整備しなければ難しいのではないか。 
２）患者のためにも医療機関のためにもメリットがない。（IT 関連の論議が先行し現場が
無視されている。） 
３）国の住基ネットのようなセキュリティでは患者への説明責任が果たせない。 
 
（６）標準化をより一層促進するために何が必要か 
１）電子カルテ・用語・ガイドライン等の定義や内容を明確に 
  ①電子カルテの定義をはっきりして欲しい。 
  ②言葉の統一を進めて欲しいメッセージの３原則があいまいで判断に困る。 
  ③標準化について主観に左右されるものであってはいけない。日本の場合、ガイドラ
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インがあいまいなため、ある症状を医師により違う病名を付けてしまう場合も多い。 
２）行政・規制緩和･改善 
  ①諸記録を含めたすべての診療情報について電子保存を認めて欲しい。 
  ②補助金は患者さんの望むものに付けるべきであり、ある程度の条件をクリアできな

い場合、認めないことも大切。 
  ③MEDIS と厚生労働省との間の見解が異なることが多い。ユーザは標準化に際し何

をすれば良いのか迷う。 
  ④個人情報保護法の法規制により、他施設とのデータ交換を躊躇している。 
３）標準化の決め方進め方 
  ①標準化されていない古いシステムの淘汰を、進めることが大切ではないか。 
  ②標準化に対する意見の回答や議論をオープンにして欲しい。 
  ③上級官庁からの締め付けではなく、ユーザーサイドに立った標準化を進めて欲しい。 
  ④コードや規約の標準化だけでなく、アプリケーションの統一まで進めて欲しい。 
  ⑤すべての意見を聞いていては標準化はまとまらない。 
４）ベンダーに対して 
  ①電子カルテのコストとメリットの差が大きい。診療点数等を含めて業界全体として

議論して欲しい。 
  ②ベンダーに対する標準化への説明、教育が足りない。 
  ③ベンダーの標準化に対する足並みをそろえて欲しい。 
  ④病院情報システムの標準モデル化は価格は下がるが、ベンダーが相手にしないので

はないか。 
５）その他 
  ①標準化が進んでも、それを導入する施設が、どれだけ広がるかが重要ではないか。

コスト、技術の問題もあり、医師会、自治体等が中止にならないと難しい。 
 
（７）その他アンケート以外の意見 
１）標準化対象の拡大 
  ①電子カルテから医事会計までではなく、その先の財務会計まで議論を進めて欲しい。 
  ②物流管理の議論が少ない。 
２）もっと身近な標準化を 
  ①保険者番号、レセプトのフォーマットが自治体により異なる。これこそ共通化して

欲しい。 
  ②生命保険の書類を統一すれば医師の負担は減る。 
３）その他 
  ①ベンダーSEが現場を知らなすぎる。 
  ②通信インフラの整備が地域により遅い。 
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これらの項目は今後、標準化を推進する上で、行政、ベンダー、ユーザの個々の展開で

考慮すべき課題ものが多いが、標準化を推進することに着目して、記載項目内容から注目

すべきものとして、大きくまとめると次の３点に集約できると考える。 
 
４．４．３ 注目すべき意見のまとめ 
（１）三者（行政、ベンダー、ユーザ）間で共通認識を得るためのコミュニケ—ションが  
不足している。 

例）ユーザとベンダー間で標準化の効果と必要性、必然性等 
例）行政・ベンダー（標準化推進検討）とユーザ（実装現場）間で標準化内容や標準

化対象 
（２）標準化・IT化を推進するための費用をユーザ、ベンダー共に補助金、診療報酬点数
化に求めているが、他の方策等、費用負担のコンセンサスが必要である。 
（３）現在進められている各種の標準化規約や事項の関連を整理し、最終目標を定めて標

準化の方向性を示した戦略シナリオの提示とコンセンサスが必要である。 
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５．標準ベースの電子カルテ構築に向けた施策の検討 

 ここでは、今回の調査を通じて得られた意見や分析結果、また工業会での検討を通して電子

カルテを、標準をベースとして構築することを可能ならしめ、また推進するために採るべき施

策について、それぞれ行政、工業会、ユーザとしての立場から考察する。考察に入る前に、調

査から明らかとなったことをまとめてみる。 

 ベンダ調査からは以下のようなことが明らかとなった。 

 標準ベースの電子カルテ構築には、コンテンツ、通信、セキュリティなどいろいろな角度か

らの標準化が必要となる。コンテンツに関しては、マスタ類のメンテナンスの問題が指摘され

ている。また、標準的なマスタの代わりにベンダやユーザが既に使用しているものを利用する

ということも分かった。 

通信のためのメッセージ交換規約では、HL7 は予想以上に利用されていることが分かったが、

JAHIS 標準を利用することはなく、独自に得た情報に基づいて HL7 を利用している状況であ

る。JAHIS 標準が利用されていないのは、知名度が低いということも理由としてあげられてい

る。   

標準への対応に関しては概して肯定的で、状況が許せばかなり標準化は進むのではないかと

期待を持てる結果が得られた。このことは、標準の普及活動である IHE や標準的電子カルテ

研究活動でも、それらが意外と知られていないことが分かった。 

ユーザ調査からは以下のようなことが明になった。 

電子カルテ利用の目的は、「患者のため」と「情報共有」が大きなウェイトを占めている。

患者のためにという目的には、患者への説明に利用、患者のカルテ公開の要求に応えるためと

いう理由が挙げられている。情報共有に関しては、かなりその目的を達しているといえよう。

IT 化の意義が感じられるところである。 

標準化については、マスタ類の利用が病名を除いてはベンダの場合と同様にかなり低い。自

施設のマスタやベンダが提供するマスタを利用するという回答が目立つ。また、一部のマスタ

には、マスタとしての目的が不明確、メンテナンスに不安があるなどの指摘もなされている。

メッセージ交換規約の採用については、ベンダに任せているという。JAHIS 標準については、

利用の機会がないこと、その存在を知らないことなどが利用しない理由としてあがった。標準

化の進行は、新しい機器との接続が容易になる、マルチベンダ間の調整が楽になる、施設間の

情報交換が容易になるなどの効果に期待を寄せる一方で、仕様変更への柔軟性が失われる、シ

ステム開発の期間が長くなるなどの不安が寄せられている。また、個々の情報の標準化につい

ては、マスタの整備やそれを配布する体制の整備などにも期待がある。 

調査結果から標準化が進まない理由として、全体として標準化が進められるような施策が打



 - 98 -

たれていないことが大きな理由としてあげられるように思われる。すなわち、利用可能な標準

規格が整備されている状態にない、システムの納期が短いために新しい仕様への対応を困難に

している、また新しい仕様へ対応する投資に見合うリターンが得にくいなどを標準化が進まな

い理由としてあげられよう。我が国として標準化への方向性を定め、産官学が一体となって取

り組むことが必要であろう。 

これらの結果をふまえて、今後採るべき施策などについて、以下では考察を行うこととする。 
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５．１ 工業会として採るべき施策 

５．１．１ JAHIS標準の整備・推進 

• 施策１：ＪＡＨＩＳ標準の整備・拡充 

 アンケート結果で JAHIS 標準が予想以上に知られていないことが判かったが、その背

景には制定済みの JAHIS 標準がまだ少ないことも大きな原因であろう。現在は主に部門

システムとのデータ交換規約が中心であるが、その適応部門、適応業務範囲を増やしてい

くとともに、様々な標準化要素に対象を広げ、有用なＪＡＨＩＳ標準整備を行いたい。 

• 施策２：JAHIS標準の普及、啓蒙 

HL7 に準拠しているが、JAHIS 標準を参照していないという回答が目立った。もとも

と HL7 は例えれば百科事典であり JAHIS 標準は特定の分野に対する専門教科書である。

HL7 には実装に際して決めなくてはいけない様々な要件があり、JAHIS 標準はその要件

を特定の分野に対して、日本の実情にあわせ、関連ベンダ間で調整して定めたものであり、

より現実的で有用な標準である。逆に、HL7に準拠しながら JAHIS標準と反する実装形

態も可能であるため、JAHIS標準と異なる実装をすることは、極端な例では電子カルテシ

ステムが持つ有用性を損なうことにも通じる。これらに対応するため工業会として、業界

各企業に対する JAHIS 標準の周知徹底、利用方法と上位規格との関係、および関連規格

とその位置づけの教育、啓蒙を行っていきたい。 

• 施策３：モデリング技術導入の推進 

前述のとおり、標準化要素はデータ交換規約に留まらず、様々な領域に存在する。近年、

モデリング技術を用いて全体最適、ユーザとベンダの共通理解、開発効率の向上などに役

立てている事例が増えている。JAHIS でも一部標準化作業において、業務フローモデル、

情報モデル、処理モデルといったモデリング技術の導入を始めているが、更に導入範囲を

広げ、推進していきたい。 

 

５．１．２ マルチベンダ型システムへの転換 

 アンケート回答からは部門システムのための情報交換規約整備への要望が多かった。こ

れはオーダリングシステムを中心とした以前の中央集中型システム構成の影響もあると思

われるが、一般の情報システムが中央集中型から分散型に移行したように、病院情報シス

テムも大規模のものは分散型に移行しつつあり、様々な専門分野のベンダが参加して、よ

り専門性を活かしたシステム構築ができるような環境整備を更にすすめていく必要がある

ことを示している。そのためには、病院情報システム全体を見直し、現実に稼働している、

連携しているシステムの区分などを参考に、現実的な境界を設け、その領域に対する情報
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交換規約や関係モデルを整備していく必要がある。また、そのための共通マスタの整備、

セキュリティなどの共通インフラに対する整備が並列に行われることも重要である。 

 

５．１．３ ベンダ各社に対する標準化の啓蒙と人材育成 

 アンケート結果からも判るが、ベンダとして標準化への抵抗感は少ない。但し、実際に

標準を採用するかどうかは電子カルテシステムを導入する医療機関の意向の影響も大きい。

現在の標準情報交換規約や共通マスタなどが再利用、相互接続、施設間連携などの目的で

認識されておらず、単に導入するマスタの初期値として扱われ、無秩序な改変を行ってい

ることもある。その結果、標準を採用しながら、標準とかけ離れてしまっている事例も残

念ながら少なくない。しかし、本来は標準を採用することで開発期間も短縮でき、また電

子カルテシステムのメリットも増えるはずであり、そのための業界指導、啓蒙を進めてい

きたい。 

 また、医療領域における情報システム導入が急増していることは、ベンダ側においても

対応する SE の需要が急増していることである。また、最近の電子カルテシステムの導入

状況を鑑みると、ベンチャー型のベンダも増えており、それらを含めて臨床経験を持つ SE

の比率は下がってきており、ベンダだけで臨床および広範囲の病院情報システムについて

の教育を行うことは難しくなってきている。それに対応するため、工業会としてベンダ教

育の推進していきたい。 

 

５．１．４ マスタ整備のための協力（開発支援と配布機構） 

 共通マスタの開発、および配布機構は工業会としても重大な関心事項である。共通マス

タ開発については基本的にはユーザ主導型であることが望ましいが、既に稼働している電

子カルテシステムで得られた知見（実装して稼働しているマスタ）および、それらとの互

換性向上のための条件は、現在開発中の、また、これから開発される共通マスタにも役立

つので、マスタ開発、そして実際に利用した経験のフィードバックを支援していきたい。

また、共通マスタを利用するための配布機構はユーザの立場でベンダが対応する課題のよ

うに思われるが、ユーザが共通マスタの利用に積極的になれるインセンティブも必要であ

る。特に、既に出来上がっている電子カルテシステムや、稼働している電子カルテシステ

ムのマスタ変更は、確実に投資が必要であり、投資に見合うメリットが必要である。行政、

ユーザとともに、どのような対象をどのような方法、順序で実現していくかを検討してい

きたい。 
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５．２ ユーザへの期待 

 わが国の医療機関における電子カルテシステムの導入に際して、医療機関から「使いに

くい」「導入した効果が出ない」などの声が聞かれることが少なくなく、ベンダーやユーザ

担当者が最大限の勢力を費やしシステムの導入に努力をしたにもかかわらず、導入の結果

が評価されないケースが多く見られる。この原因にはベンダーの経験や力が不足している

場合も含めさまざまなケースが考えられるが、ユーザとベンダーとの間のコミュニケーシ

ョンやユーザにおけるプロセスの検討が充分でないことによる問題も多く、ユーザが関わ

っている要因としては以下に述べるような事項がある。本アンケートにおける意見として

は明確には出ていないが、アンケート以外の情報を併せて記載する。 

• 要望１：医療情報技術者の導入や育成 

 医療機関は極めて多くの専門性の高い機能を必要としており、診察部門や各診療支援部

門はその専門家集団からなる組織である。一方、情報システム分野の場合も一定のレベル

の高さを求められる領域であるため、その両者の知識・技術が求められる医療情報システ

ム分野は難しい情報システム分野の一つである。ベンダーにおいては医療分野の各種資格

に関する有資格者を商品の企画やアドバイザリースタッフとして擁するなど、情報技術者

では補いがたい知識や技術を導入する努力が始まっているが、医療機関側の方でも情報シ

ステムベンダーとの十分な検討と理解が行えるよう、医療情報技術者の導入や育成をお願

いしたい。これに関しては医療情報学会やその他の医療情報関連団体において医療情報技

術者の育成プログラムの提供が始まっており、これらの活用も有効であると思われる。 

• 要望２：標準に対する理解と意識の向上 

 医療の分野では１企業内の情報システムとは異なり、今後、社会的な広がりを持ち、共

通の基盤の上で相互接続を行ったり情報の相互参照を行ったり、さらに将来的には一定の

制約のもとで情報を共有化することが予定される。従来の医療機関内だけでの電子カルテ

システムの活用の場合には必ずしも意識する必要のなかった標準に関しても、今後は患者

に対するサービス性の向上や社会的な情報の蓄積、さらには医療の安全性や質の向上のた

めにも標準の採用とそれに対する現場としての意見が医療情報の領域では重要な要素とな

る。 

電子カルテシステムを提供するベンダー側の意識についても変えていく必要があるが、

そのコンテンツを扱う医療機関側の経営者、担当者には特に標準を意識したデータや運用

方法の採用について、ご検討願いたい。 

• 要望３：院内業務への標準的業務フローの参照 

 医療機関内では多くの職種のスタッフが、それぞれの専門分野の業務をこなしている。
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したがって、院内業務を俯瞰して全体的な運用の見直し作業を行うことは知識面やリーダ

シップの面から難しいことが多い。また、多くの病棟や部門を抱える医療機関ではそれぞ

れの部門内の慣習等から、必ずしも必要のない運用の違いが存在することがある。しかし、

業務の効率化や電子カルテシステムなどの情報システムの有効な活用のためには、これら

の標準化や効率化を図り出きるだけ無用なバリエーションを減らすべきである。従来の運

用を変更するには、慣れの問題や負荷の再配分などさまざまな障害が発生する可能性があ

るが、長い目でみると全体の効率化や作業の質の向上の面ではメリットが多い。医療機関

の経営者あるいはその部門の責任者の方には是非医療機関全体から見た業務の見直しの上

標準化を図り、その徹底を図っていただきたい。特に、運用手順、作業プロセスについて

は目に見えない部分や希にしか発生しない作業など、担当者の意識から薄れがちな業務フ

ローなどが存在し、これらが電子カルテシステムの運用に支障を来す原因にもなりかねな

い。これらについては、業務フローモデルの作成などが有効であるので、そのような手法

なども活用し、医療スタッフ全員が標準的な業務プロセスを共有できる環境を作っていた

だきたい。 

• 要望４：導入に対する評価基準の検討 

 医療機関で電子カルテシステムを導入したが思ったより効果が出ない、あるいは入れた

かいがないなど導入後にその効果を疑問視する医療機関が少なくない。これは、電子カル

テシステムの提供側であるベンダーとの間で導入後の業務プロセスの改善や効果に対する

イメージが、共有できていないか、イメージは共有できているが、結果的にそのレベルに

達していないことが考えられる。医療機関の経営者には電子カルテシステムベンダーと協

力して導入後の業務プロセスのイメージの共有化を図り、さらに、何がどのくらい改善さ

れることを目標とするかなどの定量的な評価基準を定めた上で導入していただきたい。電

子カルテベンダー側もそのあたりを明確にしないまま導入作業を進めるケースが多く見受

けられるが、医療機関、電子カルテシステムベンダーの双方のためにも、定量的な評価基

準を定めておくべきである。また、目的や投資できるコストにより導入される電子カルテ

システムの規模や形態も変わるはずである。目的やコストごとにどのような電子カルテシ

ステムを導入すべきかということに関する医療機関関係者間でのコンセンサス作りを、医

療情報学会や臨床系ユーザが参加し JAHISが協力する形での議論をお願いしたい。 
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５．３ 行政として検討すべき課題 

• 課題１：マスタの整備 

�マスタ利用に対するインセンティブの設定 

マスタは、医療情報のコンテンツとしての可用性を定める重要な要素である。それが病名を

除いては十分に利用されていない。病名は、DPC やレセプト電算処理との連携があり、審査支

払機関と MEDIS との間で一定の保守が行われていて、利用をサポートする体制があることが

理由となって、利用されていると思われる。また、病名に関しては、DPC や社会統計を取るた

めに医療機関には病名をパラメータとしてデータの報告義務があることも利用を促進する材

料になっている。ところが、他のマスタではこのような利用のためのインセンティブが働かな

いため普及が進まないと考える。 

�目的に即したマスタの整備 

マスタによってはその整備が実際の要求に即して行われていないなどの理由もあって利用

されていない場合がある。たとえば、医療材料は新製品や輸入しての販売には薬事承認をもっ

て製造、輸入が許可され市場に出回る。ところが、現在認可後 MEDIS に届け出るまでこれら

製品のコード化はされることはない。このため、市場に出回っているにもかかわらず、コード

化されていない材料も出てきている。薬事承認と同時にコードを与え、登録が完了するという

ような制度にすることによって、運用しやすいものとなることが期待される。 

このように、対象とするものの全体像を見極め、また何のためにコード化するのか、またそ

のコードを運用するのかを明確にすることが、まずは必要である。そして、そのコードの利用

者がその概念を理解していることが、コード化を行いコードによって運用を行い、さらに運用

の結果を評価し、またよりよい仕組みへと改良して行くというサイクルを回すことになると考

える。 

• 課題２：標準準拠への補償制度の導入 

医療業務を遂行するためには、基本となる用語・コードはこれまでも必要であったし、今後

も必要である。このために、現在情報システムの運用を行っている医療機関においては、自前

のものを既にもって、運用している。これを「標準的な」新しいものに変えようとすると、さ

まざまな抵抗に遭うことになる。たとえば、変更に伴うコストをどのように補償するのか、新

しいものに変えるとして誰がどのように、利用可能であることを示すのか、また問題がないこ

とを保証するのか、などである。変更の結果、そのようなマイナス要因を補ってあまりあるメ

リットがあることが、変更を容易にする。このようなメリットには、標準に準拠していること

が明らかになり、効果を上げた時点で評価し、たとえば、補助を出すなどの施策を採ることな

どが考えられる。このことは、メッセージ交換規約への準拠についてもいえる。 
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• 課題３：状況に応じた規制緩和と適用 

 現在、厚生労働省によって医療情報ネットワーク基盤検討会が開催されている。ここでは、

公開鍵基盤、外部電子保存、文書の電子化の 3 課題が検討されている。主にユーザからである

が、セキュリティの基準や情報漏洩に伴う責任に関して厳しいものを問う意見が出された。ま

た、処方箋の電子化に関しては、単に電子化するだけでは何のメリットもないという指摘もあ

る。 

 医療情報の電子化は明らかにメリットをもたらす。紙で運用するという現行の規制緩和の対

象とすべきテーマである。一方で、その漏洩や改ざんは個人や社会に対して重大な結果をもた

らすことがある。残念ながら現在の技術は、このようなリスクに対して万全であるとは言えな

い。これは現今の紙による診療録等の運営に関しても同様である。紙による運用より電子的な

運用の方が明らかに有利な点はいくつかある。情報が次のプロセスの入力として容易に利用可

能となる、患者がどこにいても、いつでも、どのような情報でも利用することが可能となり患

者の生命を救うことになるかも知れない。情報の漏洩、改ざん、破壊などのリスクと緊急時の

情報利用が可能となることとどちらが都合のよいことかは、個人の価値観の問題であろう。 

 医療情報の電子的な運用を否定することは、このようなメリットをつぶす。しかしながら、

漏洩などの危険もあることは事実である。そして危険には、それが起こる可能性と重大さの側

面がある。いかに可能性を低くするか、重大さを小さくするかが課題である。可能性を低くす

るのに技術にだけ頼ることはコストの高騰を引き起こす。うっかりによって問題を起こすこと

は論外だが、故意に事件を起こすことに対しては罰則を強化するなど規制強化もやむを得ない

と考える。重大さへの対応は、暗号化する、情報を分割しておくなどの対応が必要となるだろ

う。ある側面だけを見るのではなく、仕組み全体を見渡して意志決定する課題である。 

• 課題４：モデル利用推進のための実証の場の提供 

 標準をベースとしたシステム作りを可能とするためには、これまで述べてきたようにマスタ

やメッセージの標準化は必須であるが、これらをどのように適用すれば相互運用性の高いシス

テム構築が可能となるかの枠組みを明確にする必要がある。これには、業務フローモデルを用

意してユーザとベンダとが共通の場でシステムの機能を定義できるようにすること、その業務

を遂行するに当たりどのような情報をどのように使うか、またどのような情報が関連性をもっ

ているかなどを体系的に整理した参照情報モデルを用意すること、また業務フローモデルと参

照情報モデルとから、いつ、どこで、どのような情報を処理し、その結果をどこに渡すかを定

義した機能モデルを、まずは整備することが必要である。そして、開発するシステムが、どの

ような情報を扱い、どのような機能を提供できるのかを、これらのモデルを用いて明示できる

ようにし、その機能の境界線でどのようなトランザクションが必要であるかを明示することに
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よって、そのシステムに接続可能なシステムとしてどのような条件を具備する必要があるかを

示すことが必要である。 

 このような枠組みの下に、より大きなシステムへと成長できることを実証する場を提供して、

だれもがこの枠組みで相互運用性が高いシステム作りが可能であることを示すことが、標準的

システム構築へ参加できる道を開拓することとなると考える 

• 課題５：医療の将来ビジョンの策定 

 医療の IT 化を進めるに当たり、それによってどのような世界が実現できるのかビジョンが

十分に明確には描かれていないように感じる。電子カルテの導入が叫ばれているが、それによ

ってどのような目的が達成されるのかが、患者にとっても、医療従事者にとっても、行政の誰

にとっても、必ずしも理解されているわけではない。グランドデザインにおいて医療の将来像

は描かれているが、医療をどのようにするのか、それによって国民がどのような恩恵にあずか

れるのかが必ずしも明確になっていないように感ずる。そしてそこに IT がどのように関わっ

てくるのかが必ずしも明確ではない。たとえば、「医療機関内、医療機関間、医療機関・他の

関係機関との情報ネットワーク化」によって医療従事者間での情報提供や診療連携の効果を電

子カルテはもっている、あるいは期待されているとしているが、その目的は何か、何をそのた

めにしなければいけないのか、その参加者は誰なのか、参加者には何が期待されているのか、

そのときのルールは何なのか、などが明確になっていない。 

 ２．５節に述べたように世界は EHR（Electronic Health Record）の整備に向けて動き出し

ている。その目指すところは、患者がいつでも、どこでも、均質で良質の医療の提供が受けら

れる体制作りを、医療の IT 化によって可能とすることである。このために、どこのシステム

ともコネクティビティを保証できる標準をベースとしたシステム作りが可能な状況を作り出

そうとしている。 

 IT をベースとする医療の将来ビジョンを明確に描き、参加者誰もがそのイメージを共有する

ことがなければ改革ははかどらない。関係者誰もが参加するビジョン作りは行政の大きな役割

ではないかと思う。 
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５．４ その他 
工業会として採るべき施策、ユーザへの期待、行政として検討すべき課題の内容を、今

回のアンケート項目または聞き取り項目以外の記述やヒリアリングに示されたものから提

言事項をまとめる。 
 
提言１：連携とその仕組み作り 
三者（行政、ユーザ、ベンダー）が連携してコンセンサス得ること、そのための仕組を

作り、下記の項目等のコンセンサスを得る。 
（１）標準化の目的、効果 
（２）標準化推進サイドと医療現場とのギャップ 
（３）標準化の最終目標設定 
（４）費用負担 
１）標準化を推進する事は過去の遺産と入れ替えることであり、そこには時間と費用が必

要であることの認識 
２）標準化には政策としての指針と費用が必要 
（５）標準化推進の必然性 
（６）個人情報保護とセキュリティ 
 
提言２：広報、啓発、教育活動 
三者（行政、ユーザ、ベンダー）相互及び国民（患者）に向けての広報、啓発、教育活

動を行うこと。 
（１）標準・規定の内容と相互関係の三者への情報伝達・広報活動 
（２）標準検討過程のオープン化方策 
（３）標準規約等の教育・啓発活動 
 
提言３：継続的な取り組 
標準化最終目標に向けて三者（行政、ユーザ、ベンダー）が継続的に取り組むこと。 
（１）行政施策の継続的推進 
（２）標準化戦略シナリオの策定 
（３）標準化ロードマップ 
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６．まとめ 

 この調査によって、電子カルテを医療情報の標準をベースに構築することに関しては、ベン

ダもユーザも大きな抵抗感をもっていないことが分かった。しかしながら、いつでもそれが可

能であるかというと、残念ながらいろいろな障害を感じていることも知ることができた。 

 時間的、人的な制約から、ベンダに関しては文書によるアンケート調査に頼らざるを得ず、

回答の精度の点で、また得られる知見の深さの点で、若干問題があったかも知れないが、これ

まで明確には知ることができなかった標準化に対する個々のベンダの考え方を知る上では、非

常に参考となる結果が得られたと考える。ユーザについては、対象とした数は少ないが、直接

インタビューして考え方を探ることができたので、有意義な調査となったと感ずる。 

 これらの調査結果を分析し、行政、工業会、ユーザとして標準化を推進して行くために何を

する必要があるかを検討した。ベンダ、ユーザともにシステム構築に当たって標準を採用する

ことについては、非常に抵抗感が大きいというわけではないことが分かったので、いかに標準

化を推進できる環境を整備して行くかが、今後の施策となる。しかしながら、実際の標準をベ

ースにシステム実装を行うとなるとさまざまな課題に直面することになるだろう。標準をどの

ように解釈するかについて疑問がわき上がったときどのように対応するか、技術の進展との調

和をどのように図って行くか、情報化がより一層広がりを見せたときそこから得られる情報を

どのように処理してさらに有効な情報の利用が可能とするためには何が必要か、また規制緩和

あるいは規制の強化をどのようにバランスさせるかなども、今後は検討して行くことが必要と

なるであろう。 

 今回の調査の目的は、標準化が進まない現状を分析することにあった。よりよい医療の情報

化を進めて行くためには、改めて標準化や医療の情報化のあり方を探ることも必要となるかも

知れない。今回の調査を通して、より真意を知るための調査のあり方についても学習する機会

が得られたのは、よりよい工業会活動を行う上でも参考となった。 

 最後に、この調査事業の機会を提供頂いた経済産業省・商務情報政策局・サービス産業課と

財団法人日本機械工業連合会に対して謝意を表する。また、この調査に協力頂いた電子カルテ

ベンダ各位とユーザにも御礼を申し上げる。 



 
 
 

付 録 資 料 

 
付録１：ベンダへのアンケート票 

付録２：ユーザへのヒアリング票 
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標準的電子カルテのモデル構築に向けたアンケート票 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート記入にさいしての注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

付録１ 

 
 本調査は、大規模医療機関、中小医療機関、診療所向けの電子カルテシス

テム（オーダシステム等を含む）のパッケージ開発に従事しているシステム

開発部門の責任者（課長クラス）の方にご回答をいただきますようお願い

致します。 

 回答者の方は、電子カルテシステムの開発を遂行する現場の視点から、忌憚

のないご意見をいただきますよう、よろしくお願い致します。 
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ご回答者の方へ 

 

 ご回答いただきます方のお名前、ご所属等を下欄にご記入ください。 

 本アンケートは、３月２日（火）までご回答ください（必着）。 

 アンケート内容で、質問がある場合は直接御連絡させていただくことがあります。そ

の節は、ご協力のほどよろしくお願い致します。 

 本アンケートに対するお問い合わせは、E-mail にて下記までお願い致します。 

 

  （アンケート問い合わせ先）保健医療福祉情報システム工業会 標準化・医療システム担当 

     篠田 （E-mail：hidenori.shinoda@toshiba.co.jp） 

 

 アンケートの返送先は、本調査の回収・集計を委託しております株式会社三菱総合研

究所までご郵送ください。 

  （アンケート返送先） 

  〒100-8141 東京都千代田区大手町２－３－６ 

    株式会社三菱総合研究所 

    ビジネスソリューション事業本部 

    経営システムソリューション事業部 

      梁瀬 宛 

  （封筒表書きに「標準的電子カルテアンケート在中」とご記載ください） 

 

 

 

 

 

会社名  

ご所属  

お名前  

ご役職  

会社住所  

会社連絡先℡  連絡先 

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ  
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アンケート記入の前にお読みください。 

 

 

医療情報における標準化のステップと各国の標準化への対応戦略 
 
 本調査は、電子カルテを製品としてもつベンダーの標準化への意識を中心に行うものです

が、JAHIS と厚生労働省、経済産業省の担当者が共有している医療情報システムの標準化の

ステップは図１のように図示されます。 

 

      

医療情報システムの標準への対応ステップ

独立・単独
のシステム

特定の
相手との
データ交換

不特定の
相手との
データ交換
（オープン）

情報の
共有

マ
ス
タ
ー
の
標
準
化

デ
ー
タ
交
換
の
標
準
化

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
）の
標
準
化

電算化の対象範囲・業務

院内限定

大きなギャップ

HIS

処方せん伝送
インターネット予約

・

EHR

発
展
方
向

患者参加・地域連携

①

②

③

④

 
図１．医療情報システムの標準化のステップ 

     図１で、標準化の各ステップの特徴は以下のとおりです。 

① 院内のシステムを個別のベンダーがまとめて提供。特に標準は要らない。 

② 特定のシステムは他のベンダーのシステムと連携。標準を利用する場合もある。 

③ 共通の基盤（インフラ）（HL7 や DICOM などの標準規格）を利用することができるよ

うになる。たとえば、患者はこの仕組みの上で予約を取ったりすることも可能とな

る。各システムは標準をベースとしたコネクティビティが必須となる。 

④ 健常時を含めて、患者はどこにいても良質な医療サービスを受けられる。医療のあ

らゆる情報が安全に共有化されている。 
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  また、現在 JAHIS がつかんでいる各国の標準への適応戦略は下図のようなものです。 

この図から、たとえば、米国は一気に標準への対応を行い、その後情報の共有に向けたよ

りオープンなシステムへと発展させようとしていることが分かります。また、英国は順次

医療情報システムに標準を適用して行きながらその範囲を広げてゆき、最終的には情報の

共有化が可能なシステムへと発展させようとしていることが示されています。 

EHRのシステム構成とﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

メッセー
ジ交換

特定

オー
プン

単独シ
ステム

標準的電子カ
ルテ（EHR-
データ共有)

標準必須

標準望
ましい

HL7(メッセージ交換）

病院内シス
テム(オー

ダー、医事
他）

部門システム
(検査他）

DICOM他

セキュ
リテイ

メッセー
ジ交換

マスター

社会基盤
（eーJapan II)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

電子処方箋
他？

米国
英国

カナダ
オースト
ラリア

データ
共有

院内システム 部門/病診連携 社会基盤連携(3年ー）

他システム連携(データ
共有）(6-10年）

システム構成

システム特性

データやシステ
ムを共有し運用
管理を一元化す
る必要があるが、

品質の高い効率
的なサービスが
提供できる

個別に対応し
やすいが、規
模が拡大した
り、共通した高
品質なサービ
スをできようす

ることが困難
になりやすい

直接ケア機能

サポーテブ
機能

インフォス
トラク
チャー

HL7EHR機能ﾓﾃﾞﾙ

ISOTC21513808 ,
CENTC25113606、
openEHR
CENcom

EHRSIG融合化

EHR関連標準

EHRや社会基盤系メッセージ交換系の

標準が時間を掛けて既存のシステムに
必要に応じて徐々に浸透

EHRは長期間をかけて段階的に拡大。当初はまず
2/3の機能が病院、救急などの分野ごとに、各国ごと
に。ケア関係と2次(計時）的で分割保存の上連携

標準はフレームワークは、HL7メッ
セージ交換、ISO,CEN, openEHR
などが融合される。

2004.2.15 長谷川

付図ー１

          図２． 各国の電子カルテの標準化対応戦略 

 わが国の場合、図２に示された各国のような明確な戦略は今のところありません。しかし

e-Japan 戦略を推し進めて行くとき、いずれは欧米のような対応をとらざるを得ないものと

考えます。 

 

 本調査は、以上のような状況におかれているわが国として、現在、電子カルテを提供し

ている各社が医療情報分野の標準化に対してどのような意識をお持ちかを明確にしようと

するものです。回答をお願いする皆様には、率直なご意見を聞かせて頂きたくお願いする

次第です。また、本調査を委託している経済産業省は、産業の健全な育成の観点から率直

な意見を知って、必要があれば諸施策を打つための材料にも使えればと考えております。 

それでは、アンケートのご記入をお願い致します。 
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1. 貴社の「電子カルテシステム」パッケージ製品についてお聞きします。 

製品名 

・            （大規模病院・中／小規模病院・診療所向け）

・            （大規模病院・中／小規模病院・診療所向け）

・            （大規模病院・中／小規模病院・診療所向け）

・            （大規模病院・中／小規模病院・診療所向け）

・            （大規模病院・中／小規模病院・診療所向け）

販売開始時期 年     月より販売開始（複数の場合は最初製品販売時期）

販売実績（概数）  

販売価格（概算） （単位：百万円）

 

 （大規模・中小規模病院・診療所向け）はパッケージの主たる対象顧客を○で囲んで選択

ください。パッケージが複数ある場合には、全てご記入ください。 

 販売実績は、貴社パッケージを導入した医療機関概数をご記入ください。 

 販売価格は、お客様への提案時の定価（平均的な価格）を記入ください。そのさい、200 床

の医療機関を想定し、ご記入ください。対象は、電子カルテシステム本体の価格（サーバ

や端末機器とアプリケーション開発経費）です。ネットワーク構築経費、部門システム経

費及び研修経費等は含みません。価格未定の場合は、ご記入いただかなくても結構です。 

 

 

 

 

 
 この調査は、保健医療福祉情報システム工業会が経済産業省からの委託を受け

て、標準的電子カルテを推進するための諸問題や今後の施策を検討するうえで、

実施するものです。 

 調査内容は、上記目的で使用するものであり、他目的での利用は致しません（会

社名は報告書上明示致しません）。 

 回答は、はい／いいえの二者選択が中心です。該当の答えを○で囲んでください。

   例   はい  いいえ 

 回答は、ボールペン等でお願い致します。 
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2.  貴社の製品で、現在実施している標準化に向けた対応についてお聞きします。

 

2.1. 標準マスタの採用について 

2.1.1. MEDIS 殿提供の病名マスタを使用している（一部でも利用している場合には、

「はい」で結構です）。          はい いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

  使用していない理由は何ですか（○で囲む。複数回答可）。 

① 既に自社でマスタをもっているため 

② ユーザが別のマスタの利用を希望したため 

③ マスタ内容のメンテナンスに不安があるため 

④ マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため 

⑤ マスタの機能が不足しているため（例．チェックする際に必要な項目がな

い等） 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

2.1.2. MEDIS 殿提供の手術処置マスタを使用している（一部でも利用している場合に

は、「はい」で結構です）。        はい いいえ  

「いいえ」とお答えの方に。 

  使用していない理由は何ですか（○で囲む。複数回答可）。 

① 既に自社でマスタをもっているため 

② ユーザが別のマスタの利用を希望したため 

③ マスタ内容のメンテナンスに不安があるため 

④ マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため 

⑤ マスタの機能が不足しているため（例．チェックする際に必要な項目がな

い等） 

⑥ その他（以下に記述してください） 
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2.1.3. MEDIS 殿提供の医薬品マスタを使用している。（一部でも利用している場合に

は、「はい」で結構です）。        はい いいえ  

「いいえ」とお答えの方に。 

  使用していない理由は何ですか（○で囲む。複数回答可）。 

① 既に自社でマスタをもっているため 

② ユーザが別のマスタの利用を希望したため 

③ マスタ内容のメンテナンスに不安があるため 

④ マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため 

⑤ マスタの機能が不足しているため（例．チェックする際に必要な項目がな

い等） 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

 

 

2.1.4. MEDIS 殿提供の検査項目マスタを使用している。（一部でも利用している場合に

は、「はい」で結構です）。        はい いいえ  

「いいえ」とお答えの方に。 

  使用していない理由は何ですか（○で囲む。複数回答可）。 

① 既に自社でマスタをもっているため 

② ユーザが別のマスタの利用を希望したため 

③ マスタ内容のメンテナンスに不安があるため 

④ マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため 

⑤ マスタの機能が不足しているため（例．チェックする際に必要な項目がな

い等） 

⑥ その他（以下に記述してください） 
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2.1.5. MEDIS 殿提供の医療材料マスタを使用している。（一部でも利用している場合に

は、「はい」で結構です）。        はい いいえ  

「いいえ」とお答えの方に。 

  使用していない理由は何ですか（○で囲む。複数回答可）。 

① 既に自社でマスタをもっているため 

② ユーザが別のマスタの利用を希望したため 

③ マスタ内容のメンテナンスに不安があるため 

④ マスタの使用目的と利用対象範囲が明確でないため 

⑤ マスタの機能が不足しているため（例．チェックする際に必要な項目がな

い等） 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

 

 

2.2 データ交換規約の採用について1 

2.2.1. HL7 を標準データ交換規約として採用している（一部でも利用している場合に

は、「はい」で結構です）。    はい いいえ 

  「はい」 とお答えの方に。その情報をどこから得ていますか 

  （○で囲む。複数回答可）。 

① HL7 のホームページなどから 

② HL7 を得意とするソフトハウスなどから 

③ JAHIS の委員会から 

④ 日本 HL7 協会から 

⑤ メーリングリストから 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

 

 

 

                                                      
1 参考 URL  http://www.jahis.jp/site/std/seitei/seitei-index.htm 
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  「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

  （○で囲む。複数回答可）。 

① 使用する機会がなかった 

② 使用する技術力がなかった 

③ 効率的でないと判断した 

④ その他（以下に記述してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. DICOM を採用している。    はい いいえ 

「はい」とお答えの方に。 

        使用するに当たり、必要な情報をどのように取得していますか。 

  （○で囲む。複数回答可）。 

① DICOM のホームページなどから 

② DICOM を得意とするソフトハウスなどから 

③ JIRA の委員会から 

④ メーリングリストから 

⑤ その他（以下に記述してください） 
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2.2.3. JAHIS 臨床検査データ交換規約を採用している。  はい いいえ 

  「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

  （○で囲む。複数回答可）。 

        ① 使用する機会がなかったため 

 ② 使用する技術力が自社になかったため 

 ③ 自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断したため 

 ④ その他（以下に記述してください） 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. JAHIS 処方データ交換規約を採用している。  はい いいえ 

  「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

  （○で囲む。複数回答可）。 

 ① 使用する機会がなかったため 

 ② 使用する技術力が自社になかったため 

 ③ 自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断したため 

 ④ その他（以下に記述してください） 
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2.2.5. JAHIS 放射線データ交換規約を採用している。  はい いいえ 

  「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

  （○で囲む。複数回答可）。 

 ① 使用する機会がなかったため 

 ② 使用する技術力が自社になかったため 

 ③ 自社開発のプログラムがあり新規開発は効率的でないと判断したため 

 ④ その他（以下に記述してください） 
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3.  貴社の標準化に向けた方策やお考えについてお聞きします。 

3.1. 現在、政府が進める「e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ」では、診断書や院外処方箋

等の電子化等を認める方針を打ち出しております。e-Japan 戦略についてお聞きしま

す。 

3.1.1. e-Japan 戦略に関心がある    はい いいえ 

3.1.2. e-Japan 戦略の動向をある程度掴んでいる  はい いいえ 

3.1.3. 政府が推進する医療分野のＩＴ化を大きなビジネスチャンスと捉えている  

       はい いいえ 

3.1.4. 診断書や院外処方箋の電子化が本格化する場合、積極的に参入したいと考えて

いる      はい いいえ 

 

3.2. 貴社のパッケージ製品において販売もしくは開発戦略上留意している点についてお聞

きします 

3.2.1. 標準マスタへの準拠     はい いいえ 

3.2.2. 標準マスタの継続的な保守サービス提供  はい いいえ 

3.2.3. HL7 等標準メッセージ交換規約の準拠   はい いいえ 

3.2.4. マルチベンダ化の推進    はい いいえ 

3.2.5. 自社製品の固有仕様公開（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等）  はい いいえ 

3.2.6. その他（                            ） 
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4. ３頁の標準的電子カルテに関するモデル構築についてお聞きします。 

4.1. 標準的なモデルの作成に各社のコンセンサスが重要ですが、そのコンセンサス会議に

参加するお気持ちはある      はい いいえ 

4.2. 標準的モデルの使用を各社が活用することにご賛同する        

             はい いいえ 

4.3. 標準的モデルを活用すると各社の特長がなくなると考える   

       はい いいえ 

4.4. 標準的モデルを活用するよりも各社自由に従来とおり競争するほうが医療機関（顧客）

にとって良いと考える           はい いいえ 

4.5. モデルで整備する共通基盤と各社の自由競争の分野の境界ラインについて適切と考

えるものを以下から選択ください（いずれかひとつを選択） 

 
    ① マスタ標準化までを共通基盤とするので十分と考える    

     ② 特定の相手とのメッセージ交換までで十分と考える   

    ③ 不特定の相手とのメッセージ交換までを共通基盤と考える  

    ④ 情報の共有を特定の相手とできるように基盤整備するのが望ましい 

    ⑤ 不特定の相手との情報共有をできるように基盤整備することが望ましい 

    ⑥ 現状では判断できない 
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5.  今後、標準化を推進する上で、何が必要と思いますか？ 

5.1. 標準マスタの整備について 

5.1.1. すでにある標準マスタの一層の整備   はい いいえ 

5.1.2. 症状や診察所見等の標準テンプレートマスタの整備 はい いいえ 

5.1.3. 診療記録で使用するシェーママスタの整備  はい いいえ 

5.1.4. 看護用語マスタの整備    はい いいえ 

5.1.5. 病名と医薬品の相互チェックマスタの整備  はい いいえ 

5.1.6. 実施する検査内容や医薬品、処置等安全管理のためのオーダ相互のチェックを

行うためのマスタ整備    はい いいえ 

5.1.7. 今後、マスタの標準化のためには何が重要とお考えですか？ご自由にご記述く

ださい。（以下の中から選択してください。複数回答可） 

① マスタの保守 

② マスタの権利問題 

③ ローカライズ・ルール（標準マスタを維持するための拡張ルールの整備） 

④ マスタの利用目的と適用範囲の明確化 

⑤ その他（以下に記述してください） 
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5.2. メッセージ交換／情報モデル等の標準仕様の整備について 

5.2.1. 病院情報標準的モデルの整備    はい いいえ 

5.2.2. 部門間標準メッセージ交換規約の整備   はい いいえ 

5.2.3. 院内の診療情報保存に関わる標準仕様の整備  はい いいえ  

5.2.4. 医療機関間の情報交換に関わる標準仕様の整備  はい いいえ 

5.3. 開発者側／医療機関側の体制について 

5.3.1. 病院業務を理解しているエンジニア育成  はい いいえ 

5.3.2. オブジェクト指向技術を理解するエンジニア育成 はい いいえ 

5.3.3. 病院側でコンピュータスキルを有する人材育成   はい いいえ 

5.4. 全体的な取り組みについて 

5.4.1. 標準マスタ・コードを医療機関へ配布する機構の整備 はい いいえ 

5.4.2. 標準仕様準拠を審査する機構の整備   はい いいえ 

5.4.3. 標準仕様を周知・教育する機構の整備   はい いいえ 

5.4.4. 標準仕様準拠の際の開発補助金等の支援  はい いいえ 

5.5. 開発に関わる事項について 

5.5.1. 十分な開発期間が必要（開発が短納期で標準化に対応するための開発リスクが

大きすぎることから）    はい いいえ 

5.5.2. 外部保存等法的制度上の制約の解除          はい いいえ 

5.5.3. 正確かつ精度の高いシステム要件定義          はい いいえ 

5.5.4. その他（以下に記述してください） 
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6. 標準化に向けたさまざまな試みが始まっています。 

6.1. IHE-J（Integrating the Healthcare Enterprise, Japan)について 

6.1.1. IHE-J について、名前は知っている   はい いいえ 

6.1.2. IHE-J の動向をよく把握している   はい いいえ 

6.1.3. 今後、IHE-J 規格を貴社製品に適用する予定はありますか   

           はい いいえ 

6.2. 厚生労働科学研究「標準的電子カルテ関連研究」に関連して 

6.2.1. 業務フローモデルについて知っている        はい いいえ 

6.2.2. 機能モデルについて知っている   はい いいえ 

6.2.3. 米国でＥＨＲの Functional Descriptors の標準化の作業が進んでいます。  

この活動に興味がある     はい いいえ 

6.2.4. HL７のＶ３．０におけるＲＩＭ（Reference Information Mode、参照情報モデ

ル）について、情報モデルとしての標準化に関心がある 

                 はい いいえ 

6.2.5. 我が国でも RIM と同様の情報モデルを整備する必要がある   

       はい いいえ 

6.2.6. HL7 の CDA（Clinical Document Architecture、医療ドキュメント交換規約）

を知っている                  はい いいえ 

6.2.7. JAHIS でもこれらをウォッチしたり、整備の活動に参加したりしていますが、

活動することに関心がある     はい いいえ 
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7. その他、電子カルテの標準化に関してご意見、感想、JAHIS や行政への希望な

どがありましたら、以下に自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは、以上です。 

ご協力ありがとうございました。 
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補足事項 

 

 

１．IHE-J について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IHE は、1999 年米国において、電子カルテシステム構築のために、院内部門間システムの

情報交換を標準化する試みです。基本的に、HL7 と DICOM 仕様に準拠しています。わが国で

も、「ＩＨＥ－Ｊ」として 2001 年から社団法人日本画像医療システム工業会（ＪＩＲＡ）で

検討を始めています。IHE-J は、JRS（（社）日本医学放射線学会）、JSRT（（社）日本放射線

技術学会）、JIRA、JAHIS、JAMI（日本医療情報学会）、MEDIS-DC 等の各団体の参加により委

員会として運営を行っています。 

 

参考 URL 

・ http://www.jira-net.or.jp/ihe-j/  
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付録 2 

 

電子カルテシステムの標準化に関する医療機関からの意見調査票 

 

１．電子カルテ・オーダリングシステム導入の目的と評価 

Ｑ１．電子カルテ・オーダリングシステムを導入した目的、期待について。 

（重要度高いものから最大３項目まで選択してください） 

（１） 患者のためのカルテシステム（患者サービスの向上） 

・ 患者の治療に役に立つカルテシステム 

・ 患者にわかり易いカルテ（カルテ開示、治療への参加）等 

（２） 情報の共有化 

・ 病院内関係者での共有 

・ 重複記録の排除 

・ 他の医療機関との連携（病診連携、退院後のフォロー、機能分担、紹介率向上） 

（３） カルテ記載・診療の標準化 

・ 診療録の記述項目の確認、治療内容の確認 

・ 診療のガイドライン（診療の標準化）等 

（４） 運営の効率化（迅速・正確な診療指示、カルテ搬送・保存の省力化） 

（５） 病院経営に有用 

・ 経営管理の基礎情報として 

・ 適切な原価の把握 

・ 日計、集計による適切な経営対応等 

（６） 医療の質の向上 

・ 医学教育・研修のためのカルテ 

・ 医学研究の促進（症例検索等、診療録ＤＢの活用による医学研究の効率化）        

（７）その他（具体的に                   ） 

 

Ｑ２．上記選択のシステム導入前の目的・期待について、導入後の達成度は５段階評

価でどのレベルでしょうか？ 

 

上記選択の目的の番号（  ）①満足、②やや満足、③普通、④やや不満、⑤不満 

（その理由は：                    ） 

上記選択の目的の番号（  ）①満足、②やや満足、③普通、④やや不満、⑤不満 

（その理由は：                    ） 

上記選択の目的の番号（  ）①満足、②やや満足、③普通、④やや不満、⑤不満 

（その理由は：                    ） 
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２．標準化についての医療機関からの意見（期待と課題） 

Q３．貴院の標準化への取り組み状況について 

（１）標準マスタの採用について 

１）MEDIS 殿提供の病名マスタを使用している（一部でも利用している場合に 

「はい」で結構です）。   

はい いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

      使用していない理由は何ですか。 

① 既に院内でマスタをもっているから。 

② ベンダーが別のマスタを推薦した。 

③ メンテナンスに不安がある。 

④ 標準マスタの存在を知らなかった。 

⑤ マスタの機能が不足している。 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

２）MEDIS 殿提供の手術処置マスタを使用している。 はい いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

      使用していない理由は何ですか。 

① 既に院内でマスタをもっているから。 

② ベンダーが別のマスタを推薦した。 

③ メンテナンスに不安がある。 

④ 標準マスタの存在を知らなかった。 

⑤ マスタの機能が不足している。 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

３）MEDIS 殿提供の医薬品マスタを使用している。  はい いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

      使用していない理由は何ですか。 

① 既に院内でマスタをもっているから。 

② ベンダーが別のマスタを推薦した。 

③ メンテナンスに不安がある。 

④ 標準マスタの存在を知らなかった。 

 

 



電子カルテシステムの標準化に関する医療機関からの意見調査票 

 3

⑤ マスタの機能が不足している。 

⑥ その他（以下に記述してください） 

           

 

 

４）MEDIS 殿提供の検査項目マスタを使用している。 はい いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

      使用していない理由は何ですか。 

① 既に院内でマスタをもっているから。 

② ベンダーが別のマスタを推薦した。 

③ メンテナンスに不安がある。 

④ 標準マスタの存在を知らなかった。 

⑤ マスタの機能が不足している。 

⑥ その他（以下に記述してください）           

 

 

  

５）MEDIS 殿提供の医療材料マスタを使用している。  はい   いいえ 

「いいえ」とお答えの方に。 

      使用していない理由は何ですか。 

① 既に院内でマスタをもっているから。 

② ベンダーが別のマスタを推薦した。 

③ メンテナンスに不安がある。 

④ 標準マスタの存在を知らなかった。 

⑤ マスタの機能が不足している。 

⑥ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

（２）データ交換規約の採用について1 

１）HL7 を標準データ交換規約として採用している（一部の使用でも、「はい」と

答えてください）。                  はい  いいえ 

「はい」とお答えの方に。その情報をどこから得ていますか。 

① HL7 のホームページなどから。 

                                                  
1 参考 URL  http://www.jahis.jp/site/std/seitei/seitei-index.htm 
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② HL7 を得意とするソフトハウスなどから。 

③ JAHIS の委員会から。 

④ 日本 HL7 協会から。 

⑤ メーリングリストから。 

⑥ その他（以下に記述してください。） 

            

 

 

「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

① 使用する機会がなかった。 

② 使用する技術力がなかった。 

③ 効率的でないと判断した。 

④ その他（以下に記述してください。） 

 

 

 

２）DICOM を採用している。              はい   いいえ 

「はい」とお答えの方に。 

           使用するに当たり、必要な情報をどのように取得していますか。 

① DICOM のホームページなどから。 

② DICOM を得意とするソフトハウスなどから。 

③ JIRA の委員会から。 

④ 日本 HL7 協会から。 

⑤ メーリングリストから。 

⑥ その他（以下に記述してください。） 

            

 

 

３）JAHIS 臨床検査データ交換規約を採用している。   はい いいえ 

     「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

       ① 使用する機会がなかった。 

② 使用する技術力がなかった。 

③ 効率的でないと判断した。 

④ その他（以下に記述してください） 
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４）JAHIS 処方データ交換規約を採用している。  はい いいえ 

     「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

       ① 使用する機会がなかった。 

② 使用する技術力がなかった。 

③ 効率的でないと判断した。 

④ その他（以下に記述してください） 

            

 

 

 

５）JAHIS 放射線データ交換規約を採用している。   はい いいえ 

     「いいえ」とお答えの方に。その理由をお聞かせください。 

       ① 使用する機会がなかった。 

② 使用する技術力がなかった。 

③ 効率的でないと判断した。 

④ その他（以下に記述してください） 

                       

 

 

Ｑ４．システムの開発・導入時に苦労したこと 

  １）システム導入の目標を設定することに苦労した。   はい  いいえ 

  ２）システム仕様書（RFP:Requirement for Proposal） 

の作成が大変だった。    はい  いいえ 

  ３）システムの基本設計に打合せ回数と時間を要した。  はい  いいえ 

４）新しい機器・部門システムとの接続が不十分であった。はい  いいえ 

５）既設の機器・部門システムとの接続ができなかった。 はい  いいえ 

６）マルチベンダーのためベンダー間の調整が大変だった。はい  いいえ 

７）施設間のデータ交換に苦労した。          はい  いいえ 

８）仕様変更への柔軟性に苦労した。          はい  いいえ 

９）当初予定の稼働時期を守るのが大変であった。    はい  いいえ 

１０）費用が予定以上となった。または費用の適正化が必要。はい  いいえ 

 

 

Ｑ５．標準化が進行することの効果について（添付図参照） 

マスタ、データ交換、および標準的電子カルテのモデル作成が進むことにより、 
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以下の事項で効果があるかどうか考えを聞かせてください。 

１）システム導入の目標の設定が容易になる。      はい  いいえ 

  ２）システム仕様書（RFP）の作成が容易になる。    はい  いいえ 

  ３）システムの基本設計の時間短縮が期待できる。    はい  いいえ 

４）新しい機器・部門システムとの接続が容易になる。  はい  いいえ 

５）既設の機器・部門システムとの接続が可能になる。  はい  いいえ 

６）マルチベンダー時のベンダー間の調整が容易になる。 はい  いいえ 

７）施設間のデータ交換の可能性が増える。       はい  いいえ 

８）仕様変更への柔軟性が高まる。           はい  いいえ 

９）当初予定の稼働時期が守り易くなる。        はい  いいえ 

１０）費用の適正化が進む。               はい  いいえ 

１１）診療情報の恒久的な利活用がしやすくなる。     はい  いいえ 

１２）マイカルテなど患者への情報開示が進む。      はい  いいえ 

１３）その他 （                   ） 

 

 Ｑ６．ｅ－ＪＡＰＡＮ戦略Ⅱの計画について 

 ２００４年９月までに、処方箋、診断書等の電子化について方向性をまとめる計画 

になっていますが、ご意見をお伺いします。 

 参考：ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ加速化パッケージ２００４年２月ＩＴ戦略本部 

     「診療情報の電子化など医療分野でのＩＴ利用促進： 

      医療の質の向上と効率的な医療提供体制の構築に向けて、処方せん、診

断書、出生証明書をはじめとする様々な診療情報の電子化など医療分野

のＩＴ利用促進を図るための方策を包括的に検討し、２００４年９月ま

でに結論を得る。（厚生労働省）」 

１）施設間（医療機関と保険薬局、医療機関間など）のデータ交換が進むでしょ

うか。                      はい  いいえ 

２）セキュリティ確保などの技術的条件、電子署名・認証局などの社会環境は 

数年内に整備されると予測されています。 

医療分野での処方箋、診断書等の電子化が進む（１０％普及）のは、 

いつごろでしょうか。          ３年後、 ５年後､ １０年後 

３）処方箋、診断書等の電子化の普及のために必要なことは何でしょうか。 

① 国民のコンセンサス 

② セキュリティ等の技術進歩 

③ 法制度の規制緩和、育成推進施策 

④ その他（以下に記述してください） 
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Ｑ７．標準化をより一層推進するために何が必要と思われますか？ 

標準マスタの整備について 

・すでにある標準マスタの一層の整備   はい いいえ 

・症状や診察所見等の標準テンプレートマスタの整備 はい いいえ 

・診療記録で使用するシェーママスタの整備  はい いいえ 

・看護用語マスタの整備    はい いいえ 

・病名と医薬品の相互チェックマスタの整備  はい いいえ 

・実施する検査内容や医薬品、処置等安全管理のためのオーダ相互のチェックを行う

ためのマスタ整備            はい いいえ 

今後、マスタの標準化のためには何が重要とお考えですか？ご自由にお書きください。

（以下の中から選択してください。複数選択可。） 

① マスタの保守 

② マスタの権利問題 

③ 標準マスタを維持、改善するためのルール整備 

④ マスタの目的と適用範囲の明確化 

⑤ その他（以下に、自由に記述してください） 

 

 

 

 

  メッセージ交換、情報モデル等の標準化がより整備・普及されるために必要な事項は、 

   ・病院情報システムの標準的モデルの整備         はい  いいえ 

   ・部門システム間メッセージ交換規約の整備        はい  いいえ 

   ・院内の診療情報保存に関わる標準仕様の整備       はい  いいえ 

   ・医療機関間の情報交換に関わる標準仕様の整備      はい  いいえ 

 

  全体的な取組みについて必要な事項は、 

   ・標準マスター・コードを医療機関へ配布する機構の整備  はい  いいえ 

   ・標準仕様準拠を審査する機構の整備           はい  いいえ 

   ・標準仕様を周知・教育する機構の整備          はい  いいえ 

   ・標準仕様準拠の際の開発補助金等の支援         はい  いいえ 

   ・診療情報の外部保存、文書保存等の法制度上の制約解除  はい  いいえ 
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 添付資料：標準化の段階的進展について 

 

医療情報における標準化のステップと各国の標準化への対応戦略 

 

 本調査は、電子カルテの標準化に対する医療機関の意見収集を中心に行うものですが、

JAHIS と厚生労働省、経済産業省の担当者が共有している医療情報システムの標準化のステ

ップは図１のように図示されます。 

      

医療情報システムの標準への対応ステップ

独立・単独
のシステム

特定の
相手との
データ交換

不特定の
相手との
データ交換
（オープン）

情報の
共有

マ
ス
タ
ー
の
標
準
化

デ
ー
タ
交
換
の
標
準
化

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
）の
標
準
化

電算化の対象範囲・業務

院内限定

大きなギャップ

HIS

処方せん伝送
インターネット予約
・

EHR

発
展
方
向

患者参加・地域連携

①

②

③

④

 

図１．医療情報システムの標準化のステップ 

     図１で、標準化の各ステップの特徴は以下のとおりです。 

① 院内のシステムを個別のベンダーがまとめて提供。特に標準は要らない。 

② 特定のシステムは他のベンダーのシステムと連携。標準を利用する場合もある。 

③ 共通の基盤（インフラ）（HL7 や DICOM などの標準規格）を利用することができるよ

うになる。たとえば、患者はこの仕組みの上で予約を取ったりすることも可能とな

る。各システムは標準をベースとしたコネクティビティが必須となる。 

④ 健常時を含めて、患者はどこにいても良質な医療サービスを受けられる。医療のあ

らゆる情報が安全に共有化されている。 
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  また、現在 JAHIS が把握している各国の標準への適応戦略は下図のようなものです。 

この図から、たとえば、米国は一気に標準への対応を行い、その後情報の共有に向けたよ

りオープンなシステムへと発展させようとしていることが分かります。また、英国は順次

医療情報システムに標準を適用して行きながらその範囲を広げてゆき、最終的には情報の

共有化が可能なシステムへと発展させようとしていることが示されています。 

EHRのシステム構成とﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ

メッセー
ジ交換

特定

オー
プン

単独シ
ステム

標準的電子カ
ルテ（EHR-
データ共有)

標準必須

標準望
ましい

HL7(メッセージ交換）

病院内シス
テム(オー

ダー、医事
他）

部門システム
(検査他）

DICOM他

セキュ
リテイ

メッセー
ジ交換

マスター

社会基盤
（eーJapan II)

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

電子処方箋
他？

米国
英国

カナダ
オースト
ラリア

データ
共有

院内システム 部門/病診連携 社会基盤連携(3年ー）

他システム連携(データ
共有）(6-10年）

システム構成

システム特性

データやシステ
ムを共有し運用
管理を一元化す
る必要があるが、

品質の高い効率
的なサービスが
提供できる

個別に対応し
やすいが、規
模が拡大した
り、共通した高
品質なサービ
スをできようす

ることが困難
になりやすい

直接ケア機能

サポーテブ
機能

インフォス
トラク
チャー

HL7EHR機能ﾓﾃﾞﾙ

ISOTC21513808 ,
CENTC25113606、
openEHR
CENcom

EHRSIG融合化

EHR関連標準

EHRや社会基盤系メッセージ交換系の

標準が時間を掛けて既存のシステムに
必要に応じて徐々に浸透

EHRは長期間をかけて段階的に拡大。当初はまず
2/3の機能が病院、救急などの分野ごとに、各国ごと
に。ケア関係と2次(計時）的で分割保存の上連携

標準はフレームワークは、HL7メッ
セージ交換、ISO,CEN, openEHR
などが融合される。

2004.2.15 長谷川

付図ー１

          図２． 各国の電子カルテの標準化対応戦略 

 わが国の場合、図２に示された各国のような明確な戦略は今のところありません。しか

し e-Japan 戦略を推し進めて行くとき、いずれは欧米のような対応をとらざるを得ないも

のと考えます。 

 

 本調査は、以上のような状況におかれているわが国として、現在、電子カルテ、オーダ

リングシステムを運用している各医療機関が医療情報分野の標準化に対してどのような意

見をお持ちかを明確にしようとするものです。回答をお願いする皆様には、率直なご意見

を聞かせて頂きたくお願いする次第です。また、本調査を委託している社団法人 日本機

械工業連合会、経済産業省は、医療の質的向上と産業の健全な育成の観点から率直な意見

を知って、必要があれば諸施策を打つための材料にも使えればと考えております。 

以上 
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