
15先端‐17 
調査研究報告書の要約 

 

分類・テーマ別 Ｌ・1，Ｊ・2 分類・業種別 2・4 

書 名 平成１５年度 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報告書 

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会 ・ 保健医療福祉情報システム工業会 

発行年 H16(2004) 頁 数 133頁 識別 15先端‐17 

 

[目 次] 

本編                                               

１．はじめに 

２．調査の背景 

２．１ グランドデザイン 

２．２ 電子カルテシステムとは何か 

２．３ 電子カルテシステムに関する標準化の現状と動向 

２．４ 電子カルテシステム導入の現状 

２．５ 電子カルテシステムの世界の趨勢 

２．６ 何故標準化が必要か 

２．７ 電子カルテシステムに必要な標準とは 

３．調査方法 

３．１ 調査目的 

３．２ 調査方法 

４．調査結果 

４．１ ベンダ調査のまとめ 

４．２ ユーザ調査のまとめ 

４．３ ベンダ調査結果とユーザ調査結果の対比 

４．４ 注目すべき意見など 

５．標準的電子カルテ構築に向けた施策の検討 

５．１ 工業会として採るべき施策 

５．２ ユーザへの期待 

５．３ 行政として検討すべき課題 

５．４ その他 

６．まとめ 

 



[要約] 

電子カルテシステムは、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

持つと期待され医療機関で導入されつつあります。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ありません。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。そこで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と考え調査しました。 

本報告書は、「標準的電子カルテ」を構築するに当たり、「ベンダの立場」「ユーザの立場」

から標準化へ向けた方策やお考え・要望・期待等を、ベンダに対してはアンケート票・ユ

ーザに対してはヒアリング方式で調査しました。この調査結果をベースに検討しその施策

の提言・課題をまとめたものです。 

 

１．背景 

１．１ 診療情報標準化の現状 

 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。 

Ⅰ． 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、 

Ⅱ． 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、 

Ⅲ． 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ている。

そしてその第１に標準化の促進を掲げており、「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、臨床の現場で利用される情報システム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、一人の患者の時間的に連続し

た、また空間的に分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。

個人の形質が遺伝のみのよって定まるわけではなく、生活、環境からも影響を受けていて、

それらの結果である時々の診療データや健診データなどが効果的な診療には欠かせない。

すなわち、これらの情報やデータが時間を越え、空間を越えて交換され共有化されるには、

それらが標準的な用語で、標準的な形式で記述されていることが必要であるし、また一定

のルールに従った方式で交換されることが必要である。 

また、特定の疾病を考えた場合、疾患名が標準化され、関連するキー項目が標準化され

ることによって、その疾病の診断や治療の経過は、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、患者向けの情報が、用語が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。診療情報は標準化されることによって、

その流通性が高まり、信頼性、理解の容易性、運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。 

ところが、残念ながら我が国においては診療の現場で利用される情報の標準化や標準の

利用が十分に行われているとはいえない。その理由は、これまで標準規格の利用の必要性

が高くはなかったこと、医療機関ごとに診療のあり方が異なりその体系に合わせた情報の

利用法が医療情報システムの利用に際しても求められたこと、また、診療を行うに必要な

標準の整備が遅れていることなどである。 

   

１．２ 電子カルテの運用に必要な標準化 

 医療機関において診療サービスを提供するに際して必要とされる情報には様々なものが



ある。電子カルテは、診療に必要な情報を扱うため、疾病、薬品、処置、給食、検査、臓

器、などの情報をコードとして、また用語として標準化されたものが、システム相互の情

報交換には必要となる。また、情報交換を円滑に行うための方法や内容、情報の形式など

についてもあらかじめ定められたものが、システム構築には必要となる。 

 診療情報の記述には、文書によるものも多い。そこで、文書の記述形式、その解釈、表

示方法などについても標準化が、システムの相互運用性を高めるためには必要となる。 

さらに、医療情報は時に極めて守秘性の高いものとなることがあり、安全な取り扱いが

要求される。そこで、医療施設全体、あるいは連携する施設間にまたがって一貫したセキ

ュリティが保証されることが必要となる。このため、セキュリティについても標準的な施

策をシステム全体にわたり採用することが必要である。 

現在、我が国で利用できる電子カルテや医療情報システムの標準には、マスタ（用語・

コード）、メッセージ規約、セキュリティとして以下のようなものが用意されていたり、議

論されたりしている。 

Ⅰ． マスタ 

① 病名マスタ 

② 手術・処置マスタ 

③ 臨床検査マスタ 

④ 医薬品マスタ 

⑤ 医療材料マスタ 

⑥ 症状・診察所見マスタ 

⑦ 生理機能検査名・所見マスタ 

⑧ 画像検査名・所見マスタ 

⑨ 看護用語・行為マスタ 

⑩ 歯科領域マスタ 

Ⅱ． メッセージ等交換規約 

① 臨床検査データ交換規約 

② 処方データ交換規約 

③ 放射線データ交換規約 

④ バイタルデータ通信仕様 

⑤ 健診データ交換規約 

⑥ HL7 

⑦ DICOM 

Ⅲ． セキュリティ関連 

① ISO/TC215 が標準化を行うセキュリティ関連の標準 

② ISO17090 

③ その他 



  

２． 調査目的および調査方法 

 １．１節で述べたように、未だ我が国では医療情報システムを標準に基づいて構築する

という考え方は、ユーザにおいてもベンダにおいても強くはない。また、標準化を推進す

るという意志も強くはない。その理由は上述のようである。しかしながら、システムの提

供者、利用者が何故そのような態度を採ってきたか、また採っているかについての真の理

由は、現在のところ不明である。そこで、本調査ではその真の理由を探ることとした。ベ

ンダに関しては、「標準（規格）が利用できる状態に無いから利用しない」のか、「利用す

る必要がないから利用しない」のか、もしそうならば、「なぜ、利用する必要性を感じない」

のか、「利用したいが、利用する環境にない」のか、「その理由は何か」などを探ることを

目的とした。 

 またユーザに関しては、「標準は利用できる状態にないと感じている」のか、「利用した

いとは思わない」のか、そうなら「なぜ、利用したと思わない」のか、「利用したいがほか

に理由があって、利用できない」のか、もしそうなら「その理由は何か」などを探ること

とした。 

 この目的のための手法はアンケート調査とした。質問項目は、ベンダとユーザ向けとは

関連はするが、別のものとした。また、調査対象は、ベンダに関しては電子カルテを製品

として有する保健医療福祉情報システム工業会会員および会員外企業から 41社を対象とし

た。ユーザに関しては、経済産業省が 2002 年度に行った補助金によって電子カルテを設置

した 26医療機関の中から 14施設を選び調査対象とした。ベンダについては質問を郵送し、

記入済み回答を回収するという方法で対応した。ユーザに関しては、施設を直接訪問しイ

ンタビューするという方法で回答を得た。 

 

２．１ ベンダ向け調査 

 ベンダ向けには、電子カルテを、標準（規格）をベースに構築できるようにするに当た

り、標準をベースに構築する意志の有無、採用する場合に障害と感じていること、今後推

進するに当たり工業会などが行う事業への参加意志の有無など、様々な角度からの質問を

設定した。以下に質問項目の概要を記す。 

① 現在の製品での標準への対応の状況を質問した。ここでの標準は、マスタ類とメッセ

ージ交換規約の適用について確認した。また、採用していない場合には、なぜ採用し

ていないのかも質問した。マスタに関しては２．１．２節で説明したマスタのうち現

在利用可能な病名、手術・処置、臨床検査、医薬品、医療材料の５つに関して採用の

有無を質問した。また、メッセージ交換規約については HL7、DICOM といった国際標準

のほかに、保健医療福祉情報システム工業化が日本向けに開発したデータ交換規約に

ついても質問した。 

② 標準化に向けた各社の方策や考えを質問した。製品戦略上の観点から標準への対応と



して何に注力しているかを確認した。 

③ 標準的電子カルテの普及を、厚生労働省、経済産業省は期待している。普及に当たっ

ては、標準への準拠を促すための枠組みの整備が必要となるが、その必要性や整備作

業への参画への意識を質問した。 

④ 製品を標準へ準拠させるとして、何が重要と考えるかをマスタ、メッセージ交換規約、

標準モデルの各項目について質問した。 

⑤ IHE など標準化への活動が行われている。それらについての知識の有無を確認する質問

を行った。 

 

２．２ ユーザ向け調査 

 ユーザに対しては、すでに電子カルテを利用して診療を行っている立場で、電子カルテ

を、標準をベースに構築された場合に対する問題意識について質問する内容とした。以下

に質問項目の概要を説明する。 

① 電子カルテや診療の補助をするオーダエントリシステム導入の目的を確認する質問を

行った。 

② 併せてシステム導入によって目的が達成できたか否かを質問した。 

③ 導入したシステムが標準に準拠したものであるか否かを確認する質問を行った。ここ

ではどのような標準を採用しているかも質問している。標準は、ベンダの場合と同様

にマスタ類とメッセージ交換規約についてである。 

④ システムの導入に当たり、何が課題になったか、また苦労した点は何かを質問した。

この質問の意図は、もしシステム仕様を定める際に問題点を感じているなら、標準化

によってその問題の大きさを小さくできるかも知れないと考えるからである。 

⑤ 電子カルテ構築に当たり、標準化を推進することに対しての意識を質問した。ユーザ

として標準をベースにしたシステム構築をどう受け止めるかを知るためである。 

⑥ e-Japan 戦略Ⅱ推進の効果として何に期待するかを質問した。 

⑦ ユーザの立場から見て、標準化を推進するときどのような問題が解決されるとユーザ

として標準ベースのシステムの導入を推進しやすくなるかを質問した。 

 

３． 調査結果 

 ２．で述べたような質問に対して、ベンダについては26社から回答があった（回収率63%）。

また、ユーザに関しては 12 施設から協力を頂いた。 

 

３．１ ベンダに対する調査結果 

① 標準への対応状況 

 マスタに関しては、病名マスタは 85%（22 社）が採用しているとの回答であった。そ

の他のマスタについては、手術・処置マスタが 23%（6 社）、医薬品マスタが 42%（11 社）、



検査項目マスタが 23%（6 社）、医療材料マスタが 15%（4 社）、がそれぞれ採用している

との回答であった。採用していない理由としては、各社で既に利用できるものがある、

納入先の施設が既に利用しているものがありその利用を依頼される場合があるなどが挙

げられた。また、マスタの保守に不安があるため採用を控えているという意見もあった。 

 メッセージ交換規約については、HL7 の採用は 61%（16 社）、DICOM は 73%（19 社）、JAHIS

データ交換規約類は 8%（2 社）から 11%（3 社）という結果であった。採用しない理由と

しては、利用する機会が与えられていないというものが最も多かった。 

② 標準化に向けた方策、考え方 

 日本政府が進める IT 化に関しては非常に高い比率（92%から 100%）で関心を示してい

る。また、自社製品の標準マスタ利用への準拠を営業戦略上留意すると 85%（22 社）が

回答しているし、標準メッセージ交換規約準拠についても 76%（20 社）が留意すると回

答している。マルチベンダ化を推進するかという質問にも 76%（20 社）が肯定的な回答

をしている。 

③ 標準的電子カルテについて 

 標準的電子カルテを推進するためには、ベンダ間で標準に準拠したシステム構築を行

って行こうという合意と、どのようであれば準拠といえるかという枠組みの整備が必要

になるが、そのような活動への賛同は 92%（24 社）とほとんどの回答者が肯定的に回答

している。また、このベースとなる標準的モデルの整備と利用についても 81%（21 社）

が賛同している。これによって各社の特徴が無くなることを心配する回答は 30%（8 社）

と少数であった。 

④ 製品の標準への準拠 

 製品に標準を採用する上で何が重要と考えるかについては、マスタに関しては、マス

タの一層の整備が必要との回答が 96%（25 社）と高率であった。また、病名と医薬品マ

スタには関連があるがその関連性をチェックするためのマスタについても整備が必要と

の回答が 85%（22 社）あった。検査や処方、処置等医療の安全性を高めるためオーダの

相互のチェックを行うためのマスタの整備についても 80%（21 社）から肯定的な回答を

得た。 

 メッセージ交換規約については、部門間メッセージ交換規約の整備が 88%（23 社）と

高い期待が示された。標準モデルの整備については、73%（19 社）が肯定的な回答をして

いる。また、医療機関間での情報交換に関わる標準仕様の整備についても 81%（21 社）

が期待しているという結果を得た。 

 標準適用を進めるに当たり、病院業務を理解している人材の育成が必要と 96%（25 社）

が回答している。医療機関においてもコンピュータ技術を理解する人材を育成すべきと

81%（21 社）が回答している。 

 さらに、標準化を進めるに当たり開発期間が短いのでリスクが大きいと 92%（24 社）

が考えている。 



⑤ 標準化へ向けた活動 

 IHE や標準的電子カルテ関連研究（厚労科学研究）の内容が知られていない（58%から

70%が内容を理解していないと回答）という結果が出た。 

 

３．２ ユーザに対する調査結果 

 ユーザ調査を行った施設が導入しているシステムの内訳は以下のようであった。 

   

病院向け 診療所向け 外部連携 

電子カルテ オーダ 電子カルテ 施設間 患者開示 

9 11 4 4 4 

 

 

① 電子カルテ・オーダエントリシステム導入の目的と期待 

 患者のため（58%（7 施設））、情報共有（42%（5 施設））、病院経営への有用性などが挙

げられた。 

② 目的と期待に対する導入後の達成度 

A. 患者のためのカルテについては 70%（7 施設）が満足あるいはやや満足と回答 

B. 情報の共有化については 90%（10 施設）が満足、あるいはやや満足と回答 

C. その他では、病院運営の効率化、経営に有用を目的にある程度満足との回答 

③ 標準化への取り組み状況 

 病名マスタについては、92%（11 施設）が採用と回答。その他のマスタでは、手術・処

置マスタ 42%（5 施設）、医薬品 33%（4 施設）、検査項目 17%（2 施設）、医療材料 8%（1

施設）が使用していると回答。使用していない理由としては、既に自施設のマスタがあ

る、ベンダが提供、マスタの機能が不足などを挙げている。 

 データ交換規約については、HL7 を 42%（5 施設）が採用し、DICOM は 83%（10 施設）、

保健医療福祉情報システム工業会のデータ交換規約では、臨床検査データ交換規約がわ

ずかに 1施設において使用されているのみであった。 

④ システム開発・導入時に苦労したこと 

システムの基本設計に打ち合わせ回数と時間を要した（9 施設）、当初予定の稼働時期

を守るのが大変であった（9施設）などが上位を占めた。その一方で、システム導入の目

的の設定や施設間のデータ交換などには特に苦労を感じていないようであった。 

⑤ 標準化が進行することの効果 

 施設間のデータ交換の可能性が高まる（11 施設）、新しい機器・部門システムとの接続

が容易になる（10 施設）、基本設計の打ち合わせ時間短縮（9 施設）、既設の機器・部門

システムとの接続が容易になる（9 施設）、マルチベンダ時のベンダ間の調整が容易にな

る（9施設）などが標準化の効果として期待されている。 



⑥ e-Japan 戦略Ⅱの効果 

 概ね全施設で e-Japan 戦略推進については評価されている。施設間でのデータ交換が

進むであろうと考えている施設が 7 施設、処方箋や診断書類の電子化の普及には法制度

の規制緩和、育成推進施策が必要と考えている施設が 7 施設あるなど、情報化の効果を

認める一方、推進には規制改革など行政の努力が必要と考えているようである。 

⑦ 標準化のより一層の推進のためには何が必要か 

 標準マスタの一層の整備（9施設）、看護用語マスタの整備（9施設）、病名と医薬品の

相互チェックマスタの整備（9 施設）と答えている。また、マスタの標準化のためには、

マスタの保守（6 施設）、標準マスタを維持、改善するためのルール整備（5 施設）など

を重要と考えている。 

 

４． 今後の課題 

 これらの調査結果を分析して、今後採るべき施策について、行政として、工業会として、

またユーザとして、のそれぞれの観点からまとめた。 

Ⅰ． 行政としての施策 

① マスタ類の整備。これまでマスタ類は MEDIS－DC によって厚生労働省の施策として

開発されてきた。病名など一部に現在利用されているマスタもあるが、全体としては

利用できないと考えられている。その理由として、使用目的が明確でない、仕様が十

分でない、メインテナンスに問題があるなどの指摘がある。メインテナンスについて

は、継続的な努力が必要であり、維持費もかかる。行政としての対応が期待される。 

② マスタの利用に関して、ユーザが既に持っているものを利用するとの回答が、ベン

ダでも見られた。なぜ標準化を進めなければならないかを、ユーザが理解するように

啓蒙が必要であるし、実際に標準的なマスタを利用するインセンティブ、メリットが

示されることが必要である。既存のものから標準に準拠したものに変更するにはコス

トが必要であり、その投資に見合うリターンが期待できることが、ベンダにとっては

望ましい。ユーザが標準化を希求するようになれば、ベンダは対応すると考える。 

③ 情報化が推進できるような環境を整備すること、政治的には規制緩和が必要である。

診療情報の電子化は施設間でのデータ交換に効果があるとしているが、これが普及す

るためには規制緩和が推進すると考えている医療機関が多い。 

④ 標準準拠の際の開発費補助金等の支援を期待されている。何のための標準化かとも

関連するが、実際に標準化によって情報公開や情報共有、業務の効率化以前、質の改

善等に結びついたとき、すなわち実際に効果を上げたときに開発費を補助するなど結

果に対する評価が必要となる。 

⑤ セキュリティに対する施策の必要性を医療機関は感じている。個人情報保護法への

対応のガイドラインを明確に、かつ具体的に示すことが臨まれる。インフラでもある

だけに行政の的確な対応が必要であろう。 



 

Ⅱ． 工業会としての施策 

① ベンダとして、標準化への抵抗感は少なかった。工業会としては、必要とされる標

準を開発し的確に保守すること、標準にしたがってもユーザが要求する業務の支援が

可能なシステム構築が可能であることを示すこと、また標準に準拠するためのガイド

と準拠していることの基準を明確にすることなどが必要となるだろう。ここでは、医

療情報システムとしての標準的な業務フローや機能をユーザとベンダとの間で共有化

可能な標準的なモデルを整備し、この利用によって標準的電子カルテ構築につなげる

ためのガイドラインとすることも必要となるだろう。このことはユーザに対しても同

様で、ユーザを対象とする標準化に関する啓蒙を行うことが必要である。 

② メッセージ交換規約として部門間データ交換規約の整備が必要との回答を得た。病

院情報システムやオーダエントリシステムが既にある現状では、部門システムとのデ

ータ交換が、システム統合化では必要との認識と考える。しかしながら、部門間のデ

ータ交換では、医療情報システム本体のマルチベンダ化は進まない。標準的電子カル

テがどのようなものであり、それを構築するためには何が必要かを明確にする必要が

ある。 

③ 病院業務（臨床を含む）を理解している人材の育成が、電子カルテや病院経営シス

テムを普及するためには必要である。特に臨床の知識を持つSEの数は極めて少ないし、 

個々のベンダの対応では、これは我が国の場合困難かも知れない。工業会の課題とし

て検討を要する。 

④ マスタ類の医療機関への配布機構は、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。行政とも連携してどのような方法がよいのかを検討する必要がある。 

 

Ⅲ． ユーザとして検討すべき課題 

① 情報化が進む現場にあっては、医療機関でも情報技術を理解している人材がいるこ

とが必要となるだろう。 

② マスタの整備はユーザ単独、ベンダ単独では不可能な課題である。ユーザ、ベンダ、

行政が連携して進める必要がある。ユーザの標準化分野への参加を期待する。 

③ 診療情報と病院経営に関する情報の連携の必要性がいわれている。どのような指標

をどのような診療情報と連携させるべきか、ベンダとともに検討することが必要であ

ろう。 

 

５． まとめ 

 今回の事業を通して、ユーザ、ベンダともに電子カルテの標準化への抵抗感は、思った

以上に低いことが分かった。その一方で、標準化することによって診療業務、病院経営に

支障が出ないかとの不安もあることも確認できた。ユーザ、ベンダ、行政が連携してこれ



らの不安をなくす努力と標準化への環境作りが様々な分野で必要とされる。また、真に診

療や病院経営に有用なシステムを、標準をベースに構築できるようにするためには、新た

な実務的な標準の開発を行い、それらの導入戦略（段階的導入と優先順位を示すこと、標

準への準拠の基準などを明確にすること）を定めることも必要なるだろう。 
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