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本書の概要

医療における情報技術（IT）には、未だ開拓の余地が大きく残されている。世界中の先進工業国の政府

は、医療分野に大きな予算を割いているにも関わらず、そのIT化については銀行、通信、マスメディア

等、他のグローバル産業と比較して大きく遅れをとっている。

HIMSS Global Enterprise Task Force（GETF）は、世界各国における電子カルテ（EHR）普及に関する

調査依頼を受け、各国の電子カルテ（EHR）に関するセキュリティ、品質、資金調達、導入における障害

等の一連の要素を考察した。その結果、EHRの導入に影響を与え、また世界各国での取り組みに共通

する要素として、4つのテーマが導き出された。

・ 資金調達

・ ガバナンス

・ 標準化と相互運用性

・ コミュニケーション

調査対象の国々からは、EHRシステム実現化に向けた地方および全国規模の取り組みについて、しば

しば報告を受けた。これらの取り組みの分析にあたり、各国の導入における成功および障害や失敗を説

明するうえで、上述の4つの共通テーマが役立った。

この分析の必要性は非常に明らかである。分析により得た情報を各国の意思決定者に展開することで、

EHRシステム導入に向けた取り組みに有効に活かすことができる。何ヶ月にもわたり各国の第一人者か

ら収集した情報は、米国における医療IT導入に向けた取り組みに関して、それが局地的なものであって

も全国あるいは世界規模のものであっても、将来的な成功に役立てることができる。

最終分析では、この分野における米国の遅れが、EHRの標準化と相互運用性を実現するうえではメリッ

トとなり得ること、またいかに失敗を避けて他国の成功事例から学ぶべきかを説明する。

後述の各章で説明するように、私たちは研究対象国の医療システム全般、ITの現状と戦略、全国的ま

たは地域的アプローチ、接続性、推進状況とその水準に注目した。また、各国においてEHR導入の成

否を左右する重要な要素であるガバナンス、資金調達、公共政策および規制関連の問題についても精

査した。これらはすべて、米国が他の国々と比較して現在どのような位置にあるかを示す重要な指標で

ある。

【資金調達】

医療ITに対する資金拠出は、国や地方政府、民間企業、またはそれら両方の組み合わせによって行わ

れる。例えば、独立非営利団体Canada Health Infowayは、カナダの14の連邦、州、準州と共同して資

金を調達し国家的な取り組みを行っている。2007年までに、カナダ政府はInfowayに対して16億カナダド

ルの投資を行っている。2008年3月までに、Infowayは、その管轄権内において約15億カナダドルを投じ

ている。

オーストラリアの国家的アプローチは、相互運用可能な電子健康情報とそのインフラ構築を目指して、

中央集中と地方分散の両方の要素を備えている。HealthConnectプロジェクトの経験に基づき、オースト

ラリア政府の評議会はNational E-Health Transition Authority（NEHTA）を設立した。NEHTAは、非営

利有限責任法人であり、各州や準州および国家政府の共同出資によって設立された。現在までに、

NEHTAは1億6,000万オーストラリアドルの資金を調達している。

イングランドは、医療ITへの意欲的な投資を世界に先駆けて行ってきた。National Programme for IT

（NPfIT）は、2003年に開始され、当初その予算は10年間に渡って60億ポンドであった。しかし監査局

（NAO）の見積もりによると10年間の総額は124億ポンドであるとされ、別の当局による最近の試算による
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と200億ポンド近いことが分かった。資本投下は、想定されるEHR（例：ネットワークインフラの新設）や

EHRを活用するためのアプリケーション（例：処方箋の電子送信、外来患者の電子スケジューリング）実

現のための数多くの施策に対して行われている。プログラムにおいてEHRが占める部分はCare Record 

Serviceと呼ばれ、電子生涯保険記録サービス（Personal Demographics Service：PDS）、患者のアレル

ギーや薬品に対する拒絶反応等の臨床情報を記録する簡易医療記録（Summary Care Record：SCR）、

および患者に関するデータを匿名で扱い、公衆衛生の動向や分析等の情報を提供する電子情報の二

次的有効活用サービス（Secondary Uses Service：SUS）の3つの要素で構成されている。

ウェールズでは、全国的に浸透している “common by design”（計画的な公共事業）コンセプトによって、

高額の資金調達が行われている。これにより国営EHRのさらなる開発が可能であり、国益のために地方

への投資を推進している。あるトラストが臨床ポータルの開発を行い、別のトラストは地域EHR推進のた

めのファンドを設立している。“Informing Healthcare Program”（IHC）は、プライバシーポリシー、セキュリ

ティ、相互運用性に関する基準を作成するとともに、包括的な構想と設計を提供する。これらは計画的

に国の対策に集約され、すべてのトラストに対して展開される。

南アフリカ共和国、スウェーデン、ドイツ、フランス、オランダでは、EHR推進にかかる膨大なコストの資金

調達が課題となっている。しかし、それぞれが適切な資金計画によって行動を起こし、進歩してきてい

る。これらの国では、国営システムとしてのEHR開発委員会に対して、政府が資金を投じている。ス

ウェーデン、フランス、南アフリカ共和国ではすでに政府出資の国営システムが発足している。オランダ

ではまだ公的に認められているシステムは存在しておらず、ドイツは医療システムへの政府の直接的な

介入を避けている。

その他の国々はEHR開発の初期段階にあり、公式な国家プログラムは用意されていないが、それぞれ

に進行中である。日本を例にとると、現在は政府によるEHRは存在していない。しかし、一部の地方自

治体や病院では、独自に患者情報のデジタル記録システムをインストールし、病院と患者の間での

データ共有が行われている。ノルウェーでは、国営EHRプログラム実施に向けた調査が行われている。

ノルウェー総合研究審議会（The Research Council of Norway）は、Norwegian University of Science 

and Technology（NTNU）に対して、The Norwegian Electronic Health Record Research Centre（NSEP）

設立を委託した。

日本と同様に、イスラエルでも国によるEHRプログラムは用意されていない。しかし、優れた医療の必要

性と市場競争の高まりによって、公営および民間企業によるEHRの推進が広く行われている。ある調査

によると、イスラエルの26の総合病院のうち21院（91.3％）が電子医療記録（EMR）システムを利用してい

ることが分かった。

インド、シンガポール、米国では主に民間企業の投資に頼っている。インドは、IT医療産業が世界でも

最も急速に発達している。しかしその多くは海外向けであり、国内の医療やITシステムの普及に関して、

経済的に豊かな地域と貧しい地域との格差は依然として大きい。メディカルツーリズムの拡大に伴い市

場の競争が激化した結果、インドの民間企業はEHRの推進に向かっている。

【ガバナンス】

国による戦略的なリーダーシップとガバナンスは、相互運用性を備えた適切な計画に導く。しかし、国に

よる適切な試みが行われたとしても、障害を克服することは難しい。例えば、ドイツでは分散型の戦略モ

デルが導入されたが、患者やサービスをめぐって病院間の競争が起きた。これでは総合的な解決策とし

て機能しない。

他の国と異なり、米国は連邦政府によるEHRの開発に関して悠長であり、民間企業の取り組みに頼って

いる。例えば、全米医療ITコーディネータ室（Office of the National Coordinator for Health Information 

Technology：ONC）は、国立EHRインフラ開発に賛助する民間企業の関係者による共同グループに対

し、補助金の形で資金提供を行った。
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【規格と相互運用性】 

どの国にとっても、相互運用性を実現する医療ITの標準規格が無いことが医療ITを地方や国家レベル

で導入する際の障害となっている。

フランス、スウェーデン、オランダ等の国々では、それぞれの国の間で相互運用性を実現するため、各

国の標準規格またはHL7協会の規格を用いてEHRの標準化を試みている。デンマーク、ノルウェー、

スウェーデンは既に電子医療情報の共有を行っている。

南アフリカ共和国では情報開示要求（RFI）プロセスを採用するEHRベンダーの選定を行っている。選択

されたシステムに応じて、HL7やDICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）のように医

療IT市場で長年使用されてきた世界規模の産業標準規格を通した相互運用性が求められる。

イスラエルでは少なくとも27種類のシステムが病院で使用されており、どの病院でも複数の種類のシス

テムを使用している。現在98％以上の医療機関および医師がEHRシステムを使用している。さらに

90％以上の医療機関ではEHRを入退院管理に使用しており、45％はフォローアップと経過記録に使

用している。

日本の病院では、1980年代初頭にCPOE（computerized practitioner order entry）システムが導入さ

れ、現在では広く利用されている。臨床画像のデジタルデータ参照機能を含むEHRシステムのイン

ストールは、病院やクリニックに普及し続けている。しかし、それらのデータを病院間で共有すること

は容易ではない。

イングランドのEHRプログラム（National Programme for IT; NPfIT）における相互運用性は、HL7 v3 RIM

を使用したメッセージサービスに基づいており、SNOMED CTやCDA（Clinical Document Architecture）

等の標準規格によって実現した。

カナダでは、国による枠組みとしてEHR Solution Blueprintを策定し、すべての管轄区で相互運用可能

でありながら、各管轄区で推進計画を独自に決定できるようなEHRの開発を先導している。ドイツのよう

に、カナダには分散型モデルのアプローチ（他の管轄区から異なるアプリケーションを使用した健康

データが入ってくる）に対して国内のコンセンサスがある。カナダでは、データは電子健康記録の情報

基盤（EHRi）を介して相互運用式の電子健康記録（iEHR）内に複製保存される。このモデルでは、汎カ

ナダEHRは、カナダ全土に展開されているメッセージベースの相互運用可能な複数のEHRのピアツー

ピアネットワークによって構成される。

相互運用性と標準化に重点を置くため、Canada Health InfowayはEHRソリューション計画（Solution 

Blueprint）を利用して、意味的な互換性を維持するために、用語やメッセージングを含む標準規格の

使用方法を決定している。この計画はフレキシブルであり、技術設計フレームワークによって、1つの

管轄区でのソリューション、コンポーネントおよび成功事例を他の管轄区にも展開することができる。こ

れにより、EHRソリューションでのシームレスかつ安全な患者情報のやりとりが可能になる。Infowayは

カナダ全土における取り組みとしてInfoway Standards Collaborativeを策定し、医療情報の標準規格

のサポートおよび維持を行っている。9つの汎カナダ標準化団体は、審査、認証に貢献し、9つの

Infowayプログラム（Registries, Infostructure, Laboratory Information Systems, Diagnostic Imaging 

Systems and PACS, Drug Information Systems, Interoperable EHR Systems, Telehealth, Public 

Heath Surveillance、およびInnovation and Adoption）を指示しながら規格の整合を図っている。EHR

とサービスシステムとの意味的な相互運用性をサポートするための主な規格には、HL7 v3、DICOM、

LOINC、SNOMED CTが使用されている。

米国では、各地域や管轄区によるEHR推進の取り組みにより、Regional Health Information 

Organizations（RHIO）が形成された。カナダの国家規模でのコーディネーションとは異なり、米国の

RHIOsは政府やその他の関係機関からの支援や資金提供を受けるために苦心している。RHIOのメン
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バーは国内で100以上であるが、そのうちの一握りの間でしか電子データの相互利用に成功していな

い。

オーストラリアでは、NEHTAの使命は安全で相互運用可能な電子医療情報システムに必要な標準規

格、仕様、およびインフラ要件を設定することである。オーストラリアの州および準州の政府は、これら

の規格をそれぞれ独自のe-healthシステムに採用した。これにより、国レベルで相互運用可能なe-

healthシステムのフレームワーク（IF）が発達した。このフレームワークにおいて、認可を受けた医療関

係者と消費者間で情報を共有するためのEHRの設計方針が確立した。IFは、様々な企業やソリュー

ションを連携する手段として考えられている。用語やメッセージングの標準も精査、確認作業が行わ

れ、オーストラリアの状況に適応させる必要がある場合は修正が加えられた。国営のディレクトリも設け

られ、薬品、医療品、医療器具や消耗品等が適切に特定できるようにした。また、NEHTAは患者およ

びユーザの特定の際に中央集中型のアプローチを採用し、国レベルで計画されたユニークな個人お

よび供給者識別子を用いている。この全国共通のアプローチは、国内の医療にe-healthを広く迅速

に導入するために必要な基盤となるだろう。

【コミュニケーション】

医療ITの相互運用可能な標準規格を作成するにあたり、おそらく最大の障害は国内外に存在するコ

ミュニケーションの隔たりである。国による計画と投資が行われた場合でも、地域機関の自助努力による

もであっても、国内でコミュニケーションに失敗するとEHRの展開を失敗に導く場合がある。EHRの導入

を成功させるため、徹底的かつ継続的なコミュニケーションに注力した国もある。例えばカナダでは、関

係各者とのコミュニケーションや管轄区を越えた協力体制を強調した取り組みにより、知識の共有が促

進された。これにより、InfowayはEHR導入についての全項目に関する英語とフランス語資料へのゲート

ウェイであるE-Health Knowledge Wayを作成した。これには、汎カナダフォーラムおよび世界中のEHR

導入の際に役立つ情報が入ったツールキットが含まれている。

世界の医療IT分野で指導的立場にあるHIMSSは、世界各国における内外コミュニケーションとEHR推

進の取り組みを結びつける際に大きな助けになるだろう。

【米国の取り組み】 

他の国々と比較して、米国はEHR導入に関する多くの明確かつ重要な分野で大きく遅れをとっているよ

うに見える。英国、オーストラリア、ニュージーランド、デンマークそしてカナダでは既に国や民間団体に

よって承認・ 指定された標準規格、国の財源出資あるいは官民共同出資によるファンド、そしてベン

ダーとシステム（例：相互運用可能なシステム）との良好なコミュニケーションが存在する。一方米国で

は、未だ標準規格の設定に取り組んでいる段階である。他の国と比較して、米国には非常に多くのベン

ダーが存在していることが事態を複雑にしている。ベンダーの数が多いと、規格や機能およびユーザビ

リティの隔たりが大きくなる傾向があるが、医療IT認定委員会（Certification Commission for Health 

Information Technology：CCHIT）は機能性の標準化を重視しており、医療情報技術標準委員会

（Health Information Technology Standards Panel：HITSP）は相互運用性のための標準規格策定を重視

している。

米国政府は、EHR推進を支援するための法律を導入した。米国政府は医療ITおよびEHRに対して、

ONCからの助成金および州への助成金を介して多額の出資を行っている。

米国においてベンダーシステム間のコミュニケーションは、HL7や国際医療用語集SNOMED

（Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms）のような「標準の」メッセージングおよび索引

機能を使用しているにもかかわらず複雑で標準化されていない。システムがより多くの医療提供者、費

用支払い者、患者／消費者コミュニティにおいて有効活用されるためには、それぞれが独自に開発し

た共通性の無いコードやデータリポジトリのインターフェースが必要になる。

他のすべての国と同様に、米国でもセキュリティとプライバシーは非常に重要な問題である。医療に関

する情報には細心の注意が必要であり、適切なセキュリティ対策を用いてシステム内で保護する必要が
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ある。コミュニティすべての患者がEHRを保有することは、質と安全の両方を向上させる。

米国が国レベルで相互運用可能なEHRシステムをうまく展開させるために少なくとも必要なことは、まず

は標準規格を制定し、適切な資金源を獲得し、既存の官僚的な構造を制限するガバナンスの体制を成

立させ、そしてすべての関係者に対する明瞭で一貫性のあるコミュニケーションを確立することである。

これらの問題は、既存の様々な団体による寄せ集め的な取り組みでは解決することができない。効果的

な医療ITは、銀行や小売等の他産業における技術と違いが無いはずである。

【将来性】

より優れた医療、費用効率の高い医療を求める国内の要望が高まり、世界すべての先進国、途上国に

おいてEHRの使用は標準になっていくだろう。

ほぼすべての国で、政府による委任、イニシアチブ、奨励および資金拠出等の活動が行われ、これが

国営医療ITシステム実現を後押ししている。米国を含む上記以外の国において、医療ITの導入は、政

府による支援と民間医療産業間での競争のコンビネーションに頼ることになる。

政府にとっても民間企業にとっても、EHR導入における主な障害はコスト問題である。多くの医療関

連団体は、ハードウェア、ソフトウェア、そして通信システムにかかる膨大なコストに苦しんでいる。

SaaS（software-as-a-service）モデルやITの幅広い使用が完全に姿を消すことは無いだろうが、市場

への新規参入や技術の進歩により、EHRシステム推進に関連するコストは低下していくであろう。

コストの問題に加え、臨床の現場では、テクノロジーや変化へのおそれがEHR導入の妨げになってい

る。継続的な教育、信頼、セキュリティ、標準化、機能や操作性の向上、そして医療ITに対する認知が

広く浸透することで、これらのおそれは徐々に改善されていくだろう。

多くの国で、EHR導入に対するアプローチはトップダウン型になるだろう。これは、連邦政府などが

単独で資金拠出を行っている場合は最も有効なシステムである。医療ITに対して政府が受動的な

立場をとっている国の場合、複数の関係者による参加型の推進活動が必要になってくる。どちらの

場合も、医療関連機関や供給業者に対してインセンティブを与えることが、EHR導入において非常

に重要である。
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【タスクフォースと報告書の概要】

◎対象読者

この報告書の対象読者はすべての産業界の指導者および医療業界関係者であり、以下の人々が含ま

れる。

・広報担当責任者、技術担当責任者、設計担当責任者、購買担当責任者、および医療担当責任者 

・薬局の経営者および通信販売による薬局業者 

・患者の安全、プライバシー等を調査する研究者や科学者 

・ソフトウェア開発業者 

・臨床医 

・公的あるいは私的医療関係の資金拠出者 

・患者 

HIMSS Global Enterprise Task Force（GETF）

Global Enterprise Task Force（GETF）は、HIMSS Enterprise Information Steering Committeeの支援を

受け、2006年に設立された。世界中の業界トップが、国境を越えて世界の電子記録プログラムについて

研究および知識共有を図る目的でGETFに参加した。

GETFの目的は以下の通りである。

1. 1つ以上の先進工業国において実施されている医療情報対策の有意義な取り組みについて識別お

よび解説する。

2. 同じ対策でも国によって異なる側面を確認し、財務と品質面における投資利益率（ROI）を通して最も

効果的な事例を見出す。

3. 国レベルのEHR導入の成否を分ける共通のテーマを見つけ出し、すべての関係者による開かれたコ

ミュニケーションを行う。

4. 米国におけるEHR導入のロードマップに他国の成功事例を取り入れ、他国に悪影響を及ぼした落と

し穴を避ける。

5. 他国における資金調達、アーキテクチャ、ネットワークモデル、そしてデータリポジトリ方式（中央集中

または地方分散）等を含むソリューションの配信システムを理解し、米国での適用可能性を検証する。

調査対象として興味深い地域は多数あるが、この初版においては、GETFのメンバーの居住地、勤務

地、またはEHRプログラムに参加していた地域に限定した。今回の地域以外については、今後の改訂

版報告書で取り上げる。

会員は、世界の数多くの国におけるEHRシステムの設計、推進、維持、支援に関する専門知識を有して

いる。各会員は、政府あるいは公営および民間の様々な関連団体の代表者であり、医療の費用支払い

者や医療提供者も含まれる。各国における調査結果は、可能な限り第三機関による検証を受けた。

共通性を見出すために、GFTEは以下のトピックに関して対象国内および国間の成功事例や障害につ

いて調査した。

【国のEHRプログラム】 

国のIT/ICTの現状および戦略

このセクションでは、IT/ICTの現状と、今後の全国的なEHRシステム導入に向けた戦略について述べ

る。ここでは、一次医療提供者（PCP）が患者情報システム（IS）にアクセスおよび利用する範囲までを扱

い、システムをサポートするブロードバンドや高速インターネットサービスの利用可能度、すべての医療

提供コミュニティにおける現在のITの配備状況、現在の医療提供者と費用支払い者（国あるいは民間）

の間の接続性、データのやり取りを促進するために採用されてきた標準規格について検討する。
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【全国／地方のEHRアプローチ】

このセクションでは、各国でEHRおよび医療情報交換システム（HIE）をどのようなアプローチで受容、導

入、展開、運用および支援しているかを説明する。私たちは、世界中の医療ビジネスにおけるEMR/

EHR配備のための様々なアーキテクチャモデルやデータウェアハウスソリューションについて調査した。

以下の図と解説はそれらのモデル分類を示す。

#1 完全連合型

患者データは情報源の施設に存在。

データは情報源のシステムに残存。

EHRは、患者データを治療者のシステムから引き出す処理である。

リアルタイム：GoogleまたはNapsterモデル

一括抽出

DWHS不明 

#2 連合型

患者データは情報源の施設に存在。

患者データを施設CDRに統合。

EHRは、中央CDRを必要に応じて更新するため施設のCDRからデータを引き出す処理である（例：

dbMotion）。

DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

患者データは治療イベントの終了時、メッセージによりEHRへ送信される。

ローカルシステムメッセージは有効。

EHRはメッセージフローを管理する処理である。

CDRは患者のカルテ上の治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

単独の統合型病院システム

EHR機能は内蔵されている

出典：Capgemini

このセクションでは、情報モデルおよびメッセージングモデル（クリニカルおよびトランスポート）、サービ

ス指向型アーキテクチャ（SOA）、国によるユーザ認証とアクセスコントロールについて解説する。また、

患者データの所有権の在処、およびその国が患者による個人健康記録（PHR）へのアクセスを許可して

いるか否かについて説明する。

【EHRのガバナンス】

◎法律／規制

このセクションでは、EHRやHIEの導入および促進を可能にする、あるいは妨げになる法律や規制につ

いて説明する。また、患者のプライバシー、セキュリティ、その他キックバックや任意照会などの問題につ

いても述べる。

◎医療政策

このセクションでは、EHRやHIEの導入および促進を可能にする、あるいは妨げになる政策や手続きに

ついて説明する。これには、以下の事柄に関するガバナンスの問題が含まれる。

データ品質、データの用途、保存方法、メッセージングの標準規格、医療提供者／費用支払い者の参

画、患者の参画、新興の医療組織（例：小売店や商業施設内の病院）の参画、IT/ICT業界との関係、
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オフショア資源／サービスの使用、技術の使用に関するその他の側面。

【技術】

患者の統計データ、医療提供者の統計データと識別、健康記録サービス、相互運用可能／局所的

サービス、メッセージング／一体型サービス、セキュリティサービス、プレゼンテーション／ポータルサー

ビス、患者／臨床医学者警報サービス、二次的使用／報告サービス、利用者調査サービスについて、

EHRシステムのアーキテクチャを検討した。このセクションでは、医療コミュニティにおける予約、照会、

評価、オーダリング、電子処方箋および患者搬送等のアプリケーションサービスについても調査する。

社会的諸サービス、教育、刑務所等の医療以外のコミュニティへの統合に伴い、PHRや遠隔診療を初

めとする患者の個別サービスについても検討する。最後に、国境を超えたあらゆる統合事例を紹介す

る。

【導入・採用】

このセクションでは、二次／三次医療提供者、一次医療提供者（PCP）、研究所や放射線などの診断施

設、長期ケア施設、在宅ケア、救急車、商業施設内の診療所、患者個別サービス、公衆衛生サービス

等における、EHR、PHR、およびHIEサービスの採用に関わる進展を説明する。システムが成熟している

地域については、成功事例やどのように導入が実現したかについて説明する。

【結果】 

EHR/PHR/HIEの推進に関して報告可能なすべての評価指標について記述する。まだ導入の完全実

施が終了していない場合は、既に導入されたEHRシステムのコンポーネントについて報告する。

【メリット】

ここでは、導入実施に要した期間とあらゆる財務上の投資利益率（ROI）とを説明する。ROIには、医療

品質、データ品質および予防衛生等の質的な利益、および予防接種、医療過誤、利用率、入院日数

等の定量的な利益が含まれる。

【実施経験から得た見識】

実施中あるいは完了済みの導入プログラムに対して、その直面した問題、明らかになった最良事例、プ

ロジェクト／プログラムマネージメント等に関する考察を提供する。

【次のステップ】 

このセクションでは、EHR/PHR/HIEプログラムにおいて実施されるべき次の段階について説明する。
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ヨーロッパ

ドイツ

【医療システムの概要】

ドイツでは、西部の都市（フランクフルト、ハンブルク、ケルン、ミュンヘン、シュトゥットガルト）が商工業の

中心になっており、東部の州では住民の平均年齢および一人当たりの医療費が高くなっている。住民

当たりおよび全体の収入に関しては、南西部の都市では高収入、高人口密度、低失業率であり、北東

部では低収入、過疎、そして高い失業率が示される。興味深いことに、住民当たりの医療関連コストに

ついては、これらの地域間で逆転している。総人口8,000万人のうち、ドイツの法定健康保険制度の加

入者数は約7,000万人である。

法定の健康保険制度の他、様々な民間の保険がある。民間の保険には、法定健康保険へ追加するタ

イプから手厚いサービス（例：待ち時間無し）を備えた完全補完型まで幅広く用意されている。法定の

健康保険は、初期治療外来、救急外来、薬の処方、歯科治療、入院治療、リハビリテーション治療をカ

バーしている。近年、小額（40ユーロ／年）の手数料と、薬剤費のうちのごく一部が、自己負担として課

金されるようになった。しかし、国の健康保険はほぼすべての健康関連コストをカバーしている。両親の

どちらか一方が法定健康保険に加入していれば、子供の治療費と薬代は全額無料である。これらの保

障費用は、個人総所得の約14％であり、約200社の医療保険会社を通して提供される。

法定健康保険は、各医療業務や医療品に対する診療報酬を「点数」で厳格に規定している。近年、点

数あたりの報酬額が減額されている。病院の請求書は、保険会社から直接支払われるのに対して、一

般開業医での治療費と投薬費は公の診療報酬基金（州別）から支払われる。この基金は、被保険者一

人あたり一律の金額（約2,000ユーロ／年）を各保険会社から回収している。

この制度に関して、政府による助成金は一切存在しない。そのかわり、すべての保険会社、病院協

会、および22の診療報酬基金は、政府の干渉をほぼ全く受けずにその報酬契約を更新している。こ

れにより、支払い報酬基金と健康保険会社の両者による自律型の運営形態（Selbstverwaltung）が形

成されている。一般開業医および投薬費に対する国の総予算は制限されている一方で、診療報酬は

全体の費用に比例するため、一般開業医にとってサービス利用や処方の合理化やカード（医療カー

ド）の不正利用の抑制に対するインセンティブは存在しない。

ドイツに存在する100,000以上の一般開業医院（GPO）および2,000以上の病院では、法定の健康保険

制度による診療報酬額の減少に直面している。ここ数年間、病院はICD-10コード（国際疾病分類、ドイ

ツ版はICD10 German）の診断別分類（DRG）に基づいた定額方式により診療報酬を支払われている。

近年、私立病院による大型団体が6つ、コスト効率を改善する目的で発足された。しかし、病院の大半

は州立／市立であり、それらの多くは診断別分類（DRG）に基づいた診療報酬制度によって経済的に

厳しい状況にある。

この先数年間の主な課題は以下の通りである。

・ 人口の高齢化とそれに伴う収入対医療コストにおける推移。

・ 医療制度改革（Gesundheitsreform）により患者の負担に関わる条件を再構築し、法定の保険スキーム

内に人口の大半を取り込む。

・ 栄養関連疾患／メタボリックシンドローム。

【国のEHRプログラム】 

ドイツの総合的な医療ITプロジェクト（テレマティックス）では「電子医療カード（elektronische 

Gesundheitskarte）」の導入が有名だが、これは医療カードのみならずすべてのe-healthアプリケーショ
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ンを総称している。医療カードは患者の目に触れるものであるため、世間の議論の的になっている。そ

の他の重要なITアプリケーションについては、程度の差はあるが集中管理されるようになる。これらのア

プリケーションには、健康保険、電子処方箋、緊急用個人データ、拒絶反応を起こす薬物との照合、電

子紹介状が含まれる。

有限責任会社Gematik mbHは、ドイツ連邦保健省の指示により設立された。出資、運営者は以下の主

要医療関係機関である。

・ 法定診療報酬基金 

・ ドイツ病院協会 

・ 民間医療保険連盟 

・ その他の医療関連団体 

2005年以来、Gematikは国レベルの医療テレマティクスプロジェクトを実行し、提案依頼書の作成（RFP）

や電子患者フォルダー（EPA）の認証を行ってきた。RFPは、電子医療カード（eGK）によって照合される

記録とともに、数台のセントラルサーバーにて管理することが計画されている。

国のIT／ICTの現状および戦略

地域のローカルGPOネットワークは、ネットワークを介して医療記録を共有することに同意した患者1人

につき500ユーロ／年の追加資金を受け取ることができる。病院は、これらのネットワークに参加し、電子

紹介状を受け取ることができる。現在、このようなネットワークのメンバーに加入している一般開業医は

20％未満である。

ドイツ全土において、1～6MBpsのブロードバンドアクセスが利用可能である。プロバイダ間の競争によ

り、インターネットサービスは高品質低価格で提供されている。

医療テレマティクスシステム実現に向けた試験地域が2箇所あるが、このテストに参加しているプロバイ

ダはたった10％である。ドイツ西部の医療保険会社とベルギーおよびオランダの保険会社との間では、

国境を越えて保険／補償項目データのやり取りをすることが許可されているため、特別な契約が存在す

る。データを共有するためのフォーマットは、主にネットワークのITプロバイダが所有、設計している。

Gematikはヨーロッパ基準や国際基準を順守し、ISO TC215取得に向けた国内グループに参加してい

る。

【全国／地方のEHRアプローチ】 

電子患者フォルダーには、個人の長期間の医療記録が記録され、数台のセントラルサーバーに保管さ

れるように設計されている。個人医療カードは、患者データの識別、本人確認、データアクセスの認証

等を行う役目を果たす。

Gematikは、すべての仕様とテストケースを作成し、研究所にてデモンストレーションを行う。また、

Gematikは提案依頼書（RFP）を公開し、入札を行う。提案依頼書（RFP）の公開は地域（16州が対象）別

に行われるため、医療テレマティクスプロジェクトに関わる製品やサービスにとっては大きな市場である。

現在、多くの一般開業医は、このプロジェクトによりコストが増加したり、さらには事務手続き、患者1名に

対してより多くの時間がかかることをおそれている。そのため、医療カード導入プロジェクトには反対する

声が圧倒的である。一般の反響は大きい割に、患者たちは医療カードのコンセプトに無関心である。

「健康な人々」は自らの医療記録のセキュリティを心配し、「病気の」患者たちは、より良い治療を受ける

ことや医療カードを彼らの治療に役立つものとみなすことに消極的である。
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国と国とを比較するうえで、Gematikによって採用されたアプローチは以下の図のうち#3の「サービス指

向型」に分類される。

#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

カードリーダー内では、符号付きコードを利用した約10の基本トランザクション処理が実行される。これ

により、インターフェースになっているGPO/HISソフトウェアが、医療テレマティクスのインフラを使用する

ことが可能になる。送信暗号化に加え、ユーザとサービスプロバイダ間では、X. 509準拠のend-to-end

の暗号化が行われる。

相互運用性を確保するためには、共通「ドメイン」のインフォメーションモデルが必要であるが、インフォ

メーションモデルはアプリケーションによって異なるため、まだ開発途中である。HL7 v3に対応したRIM

（ISO 21731）を基に多くの拡張機能を搭載している。テレマティクスインフラ内のメッセージとインター

フェースは、それぞれのインフォメーションモデルによって生成される。ユーザ識別、認証およびアクセ

スコントロールは、個別のアクティブセキュリティカードに基づいて行われる。

カードによるセキュリティ対策と個人暗証番号（PIN）に加え、さらに追加の承認機能が採用される。個人

医療カードの所有権は、患者と医療提供者とで共有される。医療カードには証明証と暗号解読キーが

保存され、個人識別のための符号や様々な暗号化の技術を提供する。カードには、保険加入状況、緊

急用の個人データ、電子処方箋の内容や参考情報が保存される。カードの読取に使用される機器にも

個人の識別情報が保存されており、それにより情報の暗号化を行う。

【EHRのガバナンス】

◎法律／規制

ドイツのEHR（"EPA"）においては、患者のプライバシー保護が何よりも優先される。保険加入者の同意

がなければ、各自の電子患者フォルダー（EPA）は作成されない。さらに、EPA内の各情報について非

公開またはブロックすることも可能なため、医療目的での使用が疑わしくなっている。医療従事者は適

切な臨床情報が得られなければ法的責任を負うことを拒み、全体の記録やテレマティクスプロジェクトを
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拒否する場合もある。

現在のEPA計画の中では、キックバックや任意照会の懸念については、まだ対策がとられていない。

◎規制

2005年以来、ドイツの医療に関する法律が一部改正され、複数の領域にまたがる治療や患者情報の電

子データでの取り扱いが可能になった。

e-healthのセキュリティについては、National Agency for Security in IT（"BSI"）およびFederal Data 

Protection Officer（"BFD"）によって連邦政府レベルで検証された。州レベルでは、見解が異なる16州

のセキュリティ担当者によってセキュリティ検査が実施されたが、例えば、ノルトライン・ ウェストファーレ

ンのState Data Security Officerは、テストにおける緊急用個人データへのアクセスを拒否し、実際の緊

急時のアクセスのみを許可した。

ドイツのe-healthプロジェクトは、いくつかの国立機関による影響を受けている。連邦政府の電子ネット

ワークが関連していることもあり、Gematikのe-health関連の設計に対してはthe National Agency for 

Networks（Bundesnetzagentur）が検証を行い、影響を与えた。また、課税（電子処方箋の請求情報の一

部）に関しては、ドイツ財務省がe-healthプロジェクトを検証し、コメントした。また、司法省はe-healthプロ

ジェクトにより設計されたソリューションに採用されている電子署名を検証し、コメントした。

提供される医療とそのインフラが医療機器としての定義を満たしていても、ドイツ連邦保険省（BMG）は

e-healthプロジェクトを医療機器としては認めていない。つまり、e-health関連の規制は、医療機器指令

の法律（EC規制、FDAと類似）には分類されない。電子医療カードやそのインフラは、適用法に従って

以下の理由からも分かるように、明らかに医療機器である。

・ 診断および治療関連データを物理的に保存および処理する。

・ 医療データを保存／処理する目的でGematikにより導入された。

・ Gematik、医療従事者、および患者の他に、問題解決を行う重要なコミュニティが

　存在しない。

それでもなお、ドイツ連邦保健省（BMG）は医療機器として認可することを拒否し続けている。

政府は医療機関に対し、医療品質の向上のために匿名の治療結果データを収集し、国の関連機関に

提出することを義務づけている。これは臨床データと請求データの両方を包括し、ICD-10のドイツ版

「ICD10GM」を使用した診断別分類（DRG）システムに基づいている。

規制の面では、患者たちは国のプロジェクトに関与していない。患者の利益のために、6つの国立機関

と16の州立機関が国のEHRシステム設計を規制している。

◎医療政策

e-healthカードを使用して、最大限に患者の利益を引き出すためには、いくつかの障害がある。

・ 医師による引き受け体制が全体で整っていない。一般開業医は、各患者の診察前に彼らのカードと

暗証番号（PIN）を入力しなければならないことに二の足を踏んでおり、緊急用個人情報や電子処方箋

システムにデータ入力を行うことに意味を見出していない。

・ ドイツの医療システムでは、臨床医に対して、病気の予防、代替可能な治療のコスト削減、経済的な

投薬治療、e-healthカード詐欺の防止等に関する報酬制度が無い。一方で、急性疾患の治療、高価な

薬品の処方箋発行、複雑な治療等によって経済的利益を得ることになる。

・ 病気予防や「介護付き住宅」をサポートするITアプリケーションが全く無い。医療カードは、単に技術

16



の利用により既存の事務処理手続きを容易にするために使用される。

【技術】

電子患者フォルダー（EPA）の構成の詳細は現在開発中である。異なるリリース・ バージョンは

www.gematik.de.から入手することができる。

【導入・ 採用】 

現在、ドイツには試験地域が2箇所ある。それぞれの地域で、10,000人分の患者カードの保険加入状

況がオフラインでチェックされている。集中型のサービスやセキュリティ認証は未だ導入されていない。

【結果】

電子患者フォルダー（EPA）使用状況を示す数的指標は以下の通りである。

・ 少なくとも一部のデータをEPAに登録している保険加入者の総数。

・ すべてのEPAの（署名済み）データエントリーの総数。

・ 各EPAにおける被保険者あたりの（署名済み）データエントリーの総数。

◎メリット

Booz-Allen-Hamiltonの調査によると、保険会社はシステム導入後の約10年間、事務処理コストの削減

による利益を享受するとされている。一般開業医および投薬治療に関する国の予算は限られている一

方で、診療報酬は利用総数に比例するため、外来診療回数を減らしたり、カードの不正利用や不適切

な治療等を減らすことによる経費削減へのインセンティブは機能しない。さらに、一般開業医や薬局で

は、テレマティクス用の機器を購入する出費や、セキュリティ関連手順（医療カード／暗証番号の取り扱

い）を学ぶ時間といった多大なコストを強いられることになる。

【実施経験から得た見識】

2005年～2006年にかけ、Gematikは工業関連団体や研究者を招いて医療テレマティクスの設計に関す

る助言を求めた。Gematikは、工業関連団体の複数のコンサルタントから技術面の指導を受けた。しか

し、Gematikの出資団体とドイツ連邦保健省（BMG）の「アーキテクチャ審議会」は、設計／導入のあらゆ

る側面に対して大きな影響力を持っており、政治的な影響も受けるため、意思決定には非常に時間が

かかり、その決定もいつでも覆されることがある。2006年半ばより、Gematikは技術に関する専門知識を

持った人材の雇用を強化し、医療関連ソフトウェアアプリケーションに対する理解を深めようとしている。

【次のステップ】 

ドイツe-healthカードの導入は2009年から開始される。このシステムにより最初に実行されることは、オフ

ラインによるカードベースの保険加入状況のチェックであり、続いてオンラインでのデータセンターとの

照合による保険加入状況のチェックが続く。これに続くステップとしては、電子処方箋や緊急用個人

データなどがある。
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オランダ

【医療システムの概要】 

オランダの人口は1,600万人を超える。1平方キロメートルあたりの人口は400人で、人口密度が非常に

高い。出生率は1.7で、人口維持に必要な出生率2.2を大きく下回っている。出生時の平均余命は79年

であり、これは今後10年以内にオランダの人口の平均年齢が上昇し、労働人口が減少することを意味し

ている。ランドスタッド（もしくはリムシティ、中心部が空洞のドーナツ型の町）は、オランダの4大都市（ア

ムステルダム、ロッテルダム、ハーグ、ユトレヒト）とその周辺地域で構成され、ヨーロッパでも最大級のメ

トロポリタンエリアの1つだ。オランダの人口の半数近い、750万人がこのランドスタッドに住んでいる。周

辺の都市も含めると1,000万人以上であり、オランダ総人口の3分の2がこのエリアに住んでいることにな

る。

オランダの医療システムは、年間550億ユーロ程の巨大産業である。オランダの医療機関の90％以上

は、民間の非営利団体によって運営されている。それ以外は、公立の大学病院や新興の小規模な営利

病院である。2005年に、新しい病院会計システムが導入された。診断治療分類（DBC）と呼ばれるこのシ

ステムにより、医療提供者と費用支払い者との間で、医療サービスの量、価格、質を地域レベルで交渉

することが可能になった。DBCシステムの導入により、供給ベースから需要ベースへの資金シフトがもた

らされる。このシステムは、2010年までに完全運用が達成される。

2008年には、行動保健学、法医学、慢性病管理の分野にも、同様のシステムが導入される。

2006年、デンマークの総合病院の総病床数は44,784であり、アカデミックホスピタル（大学病院等）の病

床数は6,624であった。病院あたりの床数は、138から1,368とばらつきがある。過去3年間で、総病床数

は5％減少した。これは、2015年までに病床数を人口1,000人あたり3床から2床へ削減可能であるという

保健省（VWS）の方針を反映したものである。

オランダの医療システムの鍵を握るのは、一般開業医である。患者10,000人あたり5人、国内全土では

8,100人の一般開業医が存在する。

政府にとって、国の医療システムに関する3大課題は以下の通りである。

・ 費用削減 

・ 患者の安全と治療品質の確保 

・ 人材管理（労働人口の減少に対する解決策）

医療業界が徐々に市場経済へと移行していくにつれ、多くの医療機関にとって、患者や紹介元との良

好な関係構築が大きな目的になっている。

【国のEHRプログラム】

◎国のIT/ICTの現状および戦略

オランダは、世界で最も通信網が発達している国のひとつであり、インターネットの普及率は73.3％にの

ぼる。これは世界5位の水準に位置する。このインフラは、国のIT戦略の確固とした基盤になっており、

その主な要素は以下の通りである。

・ メッセージング（HL7 v3）の標準化 

・ 識別と認証 

・ 意味的（セマンティック）相互運用性の段階的実施 

オランダ政府は集中管理型のEPRシステムの構築は目指しておらず、医療データを収集した地域の

ローカルソースに保管する方式を採用している。これらのローカルソースに保管された医療データは、

国レベルのバーチャルEHRシステムに結合させることが可能になる。
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ほぼすべての一般開業医と多くの一次医療提供医はEHRを導入しており、すべての病院は患者情報

システム（IS）を採用している。これらのシステムの問題点は、システムが、会計や事務処理上の利点の

追求という面で発達したということである。英国や他のヨーロッパの国と異なり、オランダのシステムは患

者中心型でもプロセス重視型でもない。オランダのEHRシステムの焦点を変えるためには、以下を含む

変更が必要である。

・ いつでもアクセスが可能な一般開業医からの医療情報（電子代診記録：WDH）

・ 患者の処方履歴（電子投薬履歴またはEMD）

EMDおよびWDHのパイロットプロジェクトは、国内の4つの地域で実施され、成功を収めている。2008年

には、ローカルシステムと国のEHRシステムとの接続がITベンダーによって整い、政府はこれにより全国

展開が開始されると予測している。これらのシステムが国のEHRシステムに統合されれば、政府は、異な

る医療機関で共有できる情報を含めたシステムの拡張を継続的に行っていく。

オランダのEHRシステムの機能は、ナショナルスイッチポイント（LSP）と呼ばれる中央集中システムに基

づいている。このシステムにより、医療従事者は「ポインターインデックス」を利用して、複数のローカルシ

ステムに保存されている患者情報を検索することができる。

◎全国／地方のEHRアプローチ

現在のオランダのEHRシステム（AORTA）のアーキテクチャは、下記チャートの#2カテゴリー「連合型」モ

デルに分類される。AORTAは中央と地方の医療機関での相互通信が可能なインフラを提供している。

また、一般開業医や薬局、病院が使用しているローカル医療システムもサポートし、患者データの交換

や施設間の接続が可能になる。また、セキュリティフレームワークやメッセージングの標準規格を含む、

必要不可欠なサービスを国レベルで提供する。患者データは、EHRがその医療行為をサポートしてい

るローカルのソースシステムに保存される。

オランダ政府は、サービス指向型アーキテクチャ（SOA）コンセプトに基づいた明確なサービス構築を目

指しているようである。最近の政策決定では、民間および政府のすべての医療機関は、電子政府プログ

ラムに適合し、そのシステムは国のフレームワークにおいて相互運用可能である必要があると定めてい

る。これにより、ローカルシステムは安全な承認プロセスの下、中央登録番号を使って1回だけ患者デー

タを登録すれば済むようになる。このシステムにおいて、既にいくつかのサービスが開発されている。

・ 患者および企業のデジタルID（DigiD）： DigiDは、システムへのアクセス時にオランダ政府当局が患

者や企業のIDや電子署名を照合することができる共有システムである。

・ PKIoverheid: 地域の医療機関と国のシステム間で、電子通信の安全性を確保するために設計され

た。PKIは、インターネット経由で情報を送信する際にハイレベルのセキュリティを保証する。これはWeb

サイトのセーフガード（SSL）としても使用することができ、有効な電子署名、距離を置いてのハイレベル

認証、メッセージの暗号化を提供する。

・ 政府サービスBus： メッセージングのロジスティックをサポートし、アドレスの指定やメッセージ送信を確

実に行うための標準規格を内蔵している。

・ パーソナルインターネットポータル（PIP）： 患者がすべての公的サービスにアクセスするためのポータ

ル。PIPはプロファイルに基づいた患者の個人情報を使用して、あらゆる検査やサービスの状態をリアル

タイムで提供する。

【EHRのガバナンス】

◎法律／規制

医療データ保護に関する現行の法律は、患者と医療提供者の関係から始まっており、患者の医療情報

の中央集中型の保存を認めていない。すべての新システムとサービスを含むEHRアーキテクチャは、政

府の法務関連機関および個人情報保護の担当当局との緊密な協議により開発が進められてきた。
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医療領域には、通常のプライバシー保護法と患者の権利保護に関する法律が適用されている。患者

は、医療提供者がアクセスを許可されている役割ベースの承認プロセスにおいて、本人以外のユーザ

のアクセスを拒否または制限する権利がみとめられている。

「EHR Act」と呼ばれる新しい法律が導入され、医療従事者は、すべての患者の健康状態と提供された

医療行為に関する適切な記録を保管することが義務付けられる。この法律は、すべての個別電子シス

テムをナショナルスイッチポイントに接続することも義務付けている。ナショナルスイッチポイントでは、患

者の医療情報を他の医療従事者とやり取りしたり、患者がデータの閲覧や承認の許可／否認を行う。

◎医療政策 

現在の医療制度改革は、医療提供者と費用支払い者による患者獲得競争の市場へと向かっている。こ

の方向性により、政府によるICTの共同出資や共同インフラにおける影響は制限される一方で、競合す

る組織間でのデータ共有は困難になっている。EHR Actは、これらの障害を克服するために制定された

ものである。

データへのアクセスは、国の医療従事者ディレクトリ（BIGレジスタ）に登録されている医療従事者に限定

される。データの取り込みはプライバシー保護法により制限されており、医療提供目的での使用のみが

許される。

現在、国のEHRシステムの主な焦点は、治療の継続性を提供することである。その他、国定の臨床ガイ

ドライン等の機能はまだ想定されていない。

医療機関やそこで使用されるソフトウェアシステムにも認証が必要であり、ヨーロッパやオランダのプライ

バシーや患者の権利関連の法律に基づいたセキュリティ規制に準拠している必要がある。すべての法

的必要条件は徐々に達成される見込みである。

【技術】

オランダのEHRシステムの中心は、前述のナショナルスイッチポイントである。ナショナルスイッチポイント

は、システム間のアンサンブルプラットフォームに基づいて、EHRシステム間の臨床情報の交換を促進

する。構成は以下の通りである。

・ 患者ＩＤリポジトリ 

・ 臨床情報検索用ポインターインデックス付きリポジトリ 

・ 医療従事者およびシステム用認証メカニズム 

・ 医療従事者によるアクセスコントロールメカニズム 

・ 情報の変更を可能にするコミュニケーション「エージェント」

国の患者に対するＩＤの付与には、市民サービス番号（Civil Service Number：BSN）が用いられる。患者

治療の現場に必須なIDは、法定の身元確認資料を使用して行われる。医療提供者の認証は、PKIベー

スの医療従事者IDカード（UZIカード）によってセントラルレジストリ内で行われる。すべての医療従事者

は、国のインフラとの通信を容易にするUZIカードを取得することができる。国のシステムは役割ベース

であるため、UZIカードによって医療提供者に割り当てられた役割によってアクセスコントロールを可能

にする。

オランダの患者情報は、情報の収集元で保存される。そのため、国のシステムを介したデータのやり取
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りは、HL7v3インフォメーションモデルに基づいた中央の“Act Reference Registry”を経由して行われ

る。HL7v3クエリーは、HL7v3メッセージやHL7v3 CDAの収集を行う。

患者情報のセキュリティモデルは、SSLとPKIによるユーザ認証に基づいている。WSDL/WSが使用され

ているが、アーキテクチャはメッセージングベースであり、サービスベースではない。メッセージングモデ

ルはHL7 v3に準拠しており、2004年以降リリースのコア部分はインターナショナルv3に基づいている。

システムは、新しい標準規格の設定を意図していないが、さらなる開発に貢献しながら既存の標準規格

を最大限再利用している。送信には、やはりHL7v3-WSに基づいたHTTPSによるSOAPが使用されてい

る。

オランダのEHRインフラは、医療提供者に対して特定のシステムの使用を要求していない。その代わり、

政府はスタンドアローンのEHRシステムと国のポータルとのインターフェースに関する仕様を設定してい

る。これらの仕様は、交換が必要な部分についてのみを対象としているが、このガイドラインを厳守し政

府にシステムが承認されることによって、医療提供者は国のインフラへの接続資格が付与される。

2007年末時点で、EMDまたはWDHへのアクセス資格があるシステムを保有しているソフトウェアベン

ダーはたった14社である。一般開業医、薬局、病院で利用されている主なシステムのベンダーには、将

来的に国の統合システムを担うものとしての資格を未だ受けていないものもある。

【導入・ 採用】

オランダ政府は、国レベルのバーチャルEHRシステムを構築するうえでの主な障害は技術の問題では

なく、医療提供者との連携能力であると認識している。これは、データ共有に関するはっきりとした投資

対効果報告が未だに少ないため、多くの医療提供者がEHRの導入を拒否しているからである。2007年

に実施された国のEHRの第2段階までは、パイロット導入として4地域だけに限定されていた。従って、

2008年および2009年は、導入に関して重大な時期となる。パイロットプロジェクトでは、電子代診記録の

ように、一般開業医とその地域での時間外診療にのみ焦点が絞られていた。担当の一般開業医による

患者情報は、このシステムがなければ入手することができないため、地域の時間外診療所形成は、導入

促進のための重要な要素である。同様の試験導入は、ERや病院における緊急対応が想定される。

また、すべての薬局や病院からの投薬情報を含む電子投薬履歴（EMR）も普及することが望ましい。さら

に、それらは薬を処方するすべての医者が閲覧可能であるべきである。しかし、地域の二次／三次ケア

提供病院でのEHRの導入率は低いため、院内薬局はこれに参加していない。ほとんどの薬局は、自分

達が保有する情報を共有することを躊躇しており、また情報共有に対するインセンティブも用意されてい

ない。経済的インセンティブ無しに、病院や薬局がシステムへの投資やデータの整合性確保を行うこと

はできない。

【結果】 

◎メリット

EHRおよびWDHの試験導入第2段階までのコスト削減効果は、関係者によって以下のように予想され

た。

・ 事務処理コスト = 280万ユーロ

・ 患者搬送コスト = 23万ユーロ

・ 重複診療 = 28万ユーロ

・ 処方薬サービスの向上 = 12万ユーロ

・ 処方薬エラーの減少 = 675万ユーロ

・ 欠勤コスト = 300万ユーロ

◎実施経験から得た見識

オランダ政府は、2003年にナショナルスイッチポイントの概念実証テストを実施し、スイッチポイントとHL7
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基準使用の有効性を確認した。このテストでは、異なるICTベンダー間の相乗効果も証明された。

政府は、2004年にEHRアーキテクチャドキュメントを正式に作成し、2005年にナショナルスイッチポイント

のヨーロッパでの入札を完了した。これにより、2006年初頭からシステムの運用が可能になった。

2007年までに、4つの地域における試験運用が完了し、電子処方箋（投薬記録を含む）およびWDHが

採用された。試験運用に続く本格運用を展開するうえで、主な障害は、ICTベンダーの協力不足と一般

開業医や薬局の協力不足である。ICTベンダーは、システムを標準規格およびAORTAの要求に適合さ

せる必要がある。過去3年間、ICTベンダーは、彼らの地域ネットワーク実現の際に旧式のEDI標準を採

用してきた。これらのネットワークは、国のEHRと同様の機能を有しているが、国のシステムに求められる

厳格なプライバシーアーキテクチャは有していない。さらに、国のEHRシステムは、医療提供機関同士

やネットワークを介した協力体制に大きなインパクトを与える。医療提供機関は、地域ネットワーク内での

自らの地位を向上させたり患者との関係を強めたりする地域システムに対しては、進んで投資する意思

がある。しかし、国のEHRシステムに投資することには必ずしも魅力を感じていない。

2008年1月時点で、4つの地域が国のEMDとWDHシステムのどちらかもしくは両方を導入しようとしてい

る。これらのうち3つの地域では、AORTAアーキテクチャに独自のスイッチポイントを追加し、その地域シ

ステムの機能を拡張している。AORTA推進プログラムの成否は、医療提供機関にもたらされる価値に

よって決定されることになる。

【次のステップ】

近年、国レベルのEHRシステムに関して、病理学や研究結果の交換、電子処方箋（EMR機能の充実）、

電子糖尿病記録、および救急診療記録等を含む、新しい試みが行われている。
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ギリシャ 

【医療システムの概要】 

ヨーロッパ南東のバルカン半島に位置するギリシャの国土は、大部分は乾燥した山がちの土地であり、

広い本土と1,400以上の島で構成されている（図1：ギリシャ地図を参照）。

ギリシャの医療制度（IKA）は、ギリシャの社会保障制度に加入している人およびその家族や退職者

（他のEU諸国からの移住者も含む）に対し、無料もしくは低料金で医療を提供している。処方薬につ

いては、被保険者は実費の25％が課金される。必ずしも必要ではない薬に対してはより高い金額が

請求され、さらに眼鏡や入れ歯等を含む様々なサービスに対しては負担金が発生する。歯科治療に

ついては、大部分が無料である。

公的な健康保険の資格を保有していない人々は、民間の健康保険に加入する必要がある。不適切な

公的医療サービスや、専門医の診療を受けるための長い順番待ち、緊急ではない手術等が横行して

いるため、経済的に余裕のある人は誰でも民間の健康保険に加入することが勧められる。

ギリシャの公的な統計機関はNational Statistical Service of Greece（NSSG）である。NSSGによると、2005

年時点のギリシャの総人口は11,082,752人（男性486,632人、女性5,596,119人）である。1971年、1981

年、2001年の統計から、ギリシャの人口は過去数十年間で高齢化していることが分かった。2003年の出

生率は、住民1,000人あたり9.5であり、1981年の1,000人あたり14.5を28％下回っている。一方、死亡率

は1981年の1,000人あたり8.9から2003年には1,000人あたり9.6と若干上昇している。2001年時点では、

人口の16,71％が65歳以上であった。68.12％は15歳から64歳の間であり、14歳以下は15.18％である。

ギリシャの平均寿命は78歳である。
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　　　　　　　　　　　　図1：ギリシャ地図 

【国のEHRプログラム】

◎全国／地方のEHRアプローチ 
EHCR（電子医療記録）はギリシャで採用されている主なアーキテクチャフレームワークであり、ギリシャ

EHRプログラムの略語として使用されている。ギリシャでは、EHRをEPRの名称で呼ぶこともある。EHCR
は医療情報インフラ（HII）による主要なサービスの1つとして認識されている。特定のデータタイプをサ

ポートし、それぞれのEHCRセグメントを管理するため、様々な自律システムが設計されている。分散型
のEHCRセグメントをシームレスに統合するには、異種混合の自律型情報システム（IS）の相互運用性を

確立する必要がある。また、ミドルウェアは標準メッセージを介して情報通信の相互運用を促進する能
力を備えている必要がある。

◎EHRのガバナンス 

ギリシャの制定法1,397/83は、国はすべての国民に対して「その経済的、社会的状態および職業に関

わらず」医療を提供する責任がある、と定めている。この法律の主な目的は、医療サービスの平等かつ

必要に対して十分な提供、医療品質の向上、そして地方医療の強調であった。図2は、ギリシャの医療

システムの概要である。
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図2：ギリシャの医療制度 

◎医療政策

ギリシャでは、保健福祉省が医療政策決定と資金提供の主要機関である。保健福祉省は、国民保健

サービス（NHS Greece）の提供とその資金供給、および貧困層、高齢者、障害者に対する保健や社会

サービスを担当している。地方レベルでは、地方自治体による保健および社会サービスは、ほとんど提

供されていない。地方自治体は、保健福祉省の下128あるNHS Greeceの病院および176の地方診療所

の運営に関して、ごく限られた役割しか担っていない。エイズ、ドラッグ、癌等の中央健康協議会や委員

会が省に対して顧問的な役割を果たしている。

現在の運営組織は、保健福祉省の下3つの理事局が様々なサービスを担当している。
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総合保健理事局： 

・ 公衆衛生 

・ 環境衛生 

・ 一次医療

・ 病院組織と献血の振興 

・ メンタルヘルス 

・ 医薬および薬局 

・ 医療職 

・ 公務員の診療 

総合福祉理事局： 

・ 公営住宅および福祉組織の展開と福祉従事者の育成

・ 家族と子供の保護 

・ 社会と福祉事業 

・ 高齢者および障害者 

総合行政支援理事局：

・ 職員

・ 教育

・ 組織と手続き

・ 情報科学

・ 財政

組織体制とマネージメント11

・ 資産評価

・ バイオメディカルテクノロジー

・ 技術サービス

・ 国際関係

・ 衛生教育および情報

・ 緊急時の市民計画

・ EUおよびその他のプロジェクト展開

保健福祉省は、中央および地方での活動を通して、公衆衛生、医療ケア、社会福祉のための保健関連

事業の計画と推進を行っている。同省では、民間機関や個人の保健関連プログラムも提供している。中

央管理局は、大臣、国の次官2名、および行政の事務局長2名（保健と福祉各1名）で構成されている。

NHS Greeceの運営に関して、医療サービス関連を担当する3つの理事局から業務を引き継ぐ新しい総

合理事局を設立しようとする議論があった。この動きの主な要因は、現在の組織では、公衆衛生や医療

に関する明確な見通しが全く立たないということである。

ギリシャのEHRは、様々な医療サービスの提供の際に作成された文書記録のユニットによって構成され

ている。各文書記録には、医療が提供された場所と時間のすべてのデータ記録、担当医により行われ

た各診療内容が含まれている。

患者の生涯にわたって、様々な医療機関による様々な内容の文書記録が多数作成される。これらはす

べて一意的に識別され、患者の生涯のEHCRに結合することができる。文書記録は、患者記録データの

最小分類であり、元の意味を改ざんすることなく、EHCRの通信規制を犯すこともなく安全にデータを移

動することができる。
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【技術】

ギリシャでは、基本的には中央管理型のシステムが採用されている。しかし、分散型システムを構築し、

他のEU諸国と情報を共有しようとする取り組み例もある。

システムのセキュリティは、公開鍵インフラ（PKI）の運用により確保されている。PKIはアプリケーションレ

ベルでの適切なユーザ認証とデジタル署名メカニズムを提供する。PKIの登録、認証およびキーサービ

スメカニズムは、地域の病院等の主要箇所にてインストールされる。

診療所では、ローカルコンピュータによる医療記録管理システム（CMR）が存在する。診療所に訪れた

患者の医療記録（CMR）は、ローカルのデータベースに保管される。すべての医療従事者は、彼らが臨

床医としてシステムに入力した患者医療記録に、直接アクセスすることができる。臨床医が直接データを

入力しなかった場合でも、患者からヘルスカード（健康手帳）を提供されれば、医療記録にアクセスする

ことができる。この運用方法は、診療所の通常診察の90％～95％をカバーしている。

診療所では、DICTATeというアプリケーションが利用されている。DICTATeシステムには、主に以下のコ

ンポーネントが含まれる。

・ 音声ディクテーション、テキスト入力、ワイヤレス通信をサポートする改訂PDA 

・ 携帯型PDAとの安全でリアルタイムなデータ交換を可能にするワイヤレス通信インフラ 

・ 音声のテキスト変換、医療用語処理、臨床医のPDAと病院電子記録システムの双方との通信を行う

サーバーアプリケーション。このサーバーアプリケーションは、体系的な文書表現、自動音声認識、およ

び医師の言葉を体系的なフォーマットに変換する自然言語処理等の最新機能を提供する。

【結果】

新しいシステムの多くは、非常に大きな成功を収めている。例えば、1983年に32,000だった病床数は、

現在52,000を超え、医師の数（歯科医師を含む）は54,000人を超えた。

世界保健機関（WHO）は、最近の調査でギリシャの医療システムを191国中14位と評価した。医療シス

テムのさらなる充実を目指して、ギリシャ政府は医療への大規模な財政投資を推進している。

◎メリット

現在までの費用対効果は、まだ測定されていない。しかし、医療システム導入の目的と効果は以下のよ

うに定義されている。

・ 部門を越えた協力体制によって医療向上のための一貫した政策を打ち立て、公衆衛生（啓発、予防

等）に重点を置く。

・ システムの地方分散化 

・ 地理的にも経済的にも平等な立場を提供することで市民の参加を促進する。また、市民の参加を可

能にする組織を創設する。

・ 改善に対してインセンティブを与え、教育に特定予算を計上することで、経営と治療品質を向上させ

る。

・ 予算制限を強化し、無駄を省く（薬の処方や過剰な検査、往診等で）。これにより費用効率の高い医

療の提供に対するインセンティブを作り出す。

・ 必要な場所では設備の更新を行う。

・ 地域医療を通して治療の一貫性を保つ。

・ 一次医療の促進 
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【次のステップ】

まだ多くの問題が残されており、それらの解決状況は様々である。ギリシャでは、以下の分野の懸案事

項について重点的に取り組んでいる。

・ 社会保険基金および医療提供機関（特に都市部）は、組織や運営機構が異なるため、重複してまとま

りのないサービスを提供している。

・ 基金によって、貢献度や提供されるサービスの範囲と品質に不均衡がある。

・ 医療サービスインフラが不足しており、最新医学の需要に対応する公共部門が弱い。これにより公的

な医療サービスの範囲が制限されるため、健康保険基金は、公共システムに組み込まれていない民間

の医療機関へのアウトソースを余儀なくされている。

・ 適切な訓練を受けた医療および看護スタッフの深刻な不足。一般診療科は、専門性や社会的地位が

低いと考えられているため、一般開業医の深刻な不足が発生している。推計によると一般開業医の需

要は5,000人であるが、実際は560人しか存在していない。これらの不足は、病理学者、小児科医、専門

を持たない医師、地方の医師等によって補われている。そのため提供される一次医療の質には限界が

ある。

・ 診療所やクリニックでの医療スタッフ、看護スタッフの深刻な不足。

・ 低賃金とインセンティブ不足により、医師は診療所への人員の配置を望まない傾向がある。これが、

低い生産性と勤務時間の一方的な制限をもたらしている。

・ ホームドクターシステムおよび紹介システムが機能していないことにより、特に都心部において治療の

継続性が保たれず、効果が発揮されていない。

・ 夜間の診療施設が不十分なため、特に都心部では、患者が病院の緊急外来や個人医を利用せざる

を得ない状況である。

・ 医療システムに対する信用度が低いため、多くの患者が頻繁に個人医からのセカンドオピニオンを求

めている。これにより追加費用が発生し、システムに負荷がかかり、無償医療の性質が部分的に損なわ

れている。

・ 品質管理プログラムが不十分（特に処方箋と民間診断センターへの紹介に関して）なため、高額な検

査や不当な追加費用を伴う保険料負担が発生している。
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イングランド

【医療システムの概要】 

英国の医療システム（NHS）は、第二次大戦後、医療はすべての人に対して提供されるべきだという、民

間と政府の共通認識の中で誕生した。社会保険に基づいた新しい医療制度が導入され、それまで分割

されていた民間と公営の病院組織は、統一された医療制度（NHS）の下で国営病院となった。歯科治療

など、関連サービスに関しては一部料金が発生しているが、政府資金による医療制度の基本方針は、

現在も変わっていない。現在、医療ビジネス市場全体のうち、民間が占める割合はわずか5％である。

NHSは、イングランドの人口の約5,100万人をサポートしており、そのうち700万人はロンドン市民である。

一次医療を提供する機関は一次医療トラスト（PCT）と呼ばれている。PCTは、地方コミュニティにおいて

中心的な役割を果たし、一般開業医、薬局、歯科医師、助産師を統括している。すべての国民は、必

要に応じてこれらの一次医療を公平に受けることができる。

二次医療は、幅広い医療機関から提供されており、救急処置、急性疾患治療に重点が置かれている。

二次医療はNHSイングランドトラストによって統括されており、あらゆる疾患の入院治療、救急医療、およ

び病院外来サービスが含まれる。これらのシステムの運営と統合は、戦略的保健当局、その他の保健

機関、および現在、病院サービスの構成に関わっている地方自治体を通して行われている。2004年時

点で、NHSイングランドは、およそ145,000の緊急医療病床を管理していた。（www.nhsconfed.org）

【統計】 

◎NHSイングランドの資金調達

・ NHSイングランドの総支出は、1997年～1998年の346.6億ポンドから2007年～2008年には907億ポン

ドへと増額されている。

・ 2003年～2004年に保健省がイングランドで費やした保健関連費用は一人当たり1,170.30ポンドであっ

たが、2007年～2008年には1,624.30（予算）ポンドに増えた。

・ NHSイングランドの2006年～2007年の事業年度の会計収支は、5億1,500万ポンドの黒字であった。

NHS全体の赤字総額は9億1,700万ポンドであり、2005年～2006年から13億ポンド減少した。

・ NHSイングランドの2007年～2008年の事業年度の会計収支は、18億ポンドの黒字が予想されている。

第二四半期における赤字総額は2億100万ポンドであった。

・ 2005年～2006年度のNHSイングランドの追加資金の使途は次の通りである：52％は給与、17％は追

加薬剤費、7％は資本コスト、13％は活動費や改善費に充てられた。

・ King's Fundによる別の調査によると、2006年～2007年の追加資金拠出のうち40％は賃金として使わ

れ、32％は価格上昇、国立臨床研究所（NICE）（臨床診療）への紹介費用、臨床上の過失、資本コスト

等に関連して消費されたとしている。

◎NHSイングランドの組織構成 

NHSイングランドは、以下の組織で構成されている。

・ 急性期トラスト（65のFoundation Trustを含む）× 171 

・ 一次医療トラスト × 152 

・ メンタルヘルストラスト（18のFoundation Trustsとメンタルヘルスを扱う16のPCTを含む）× 74 

・ 救急搬送トラスト × 12 

・ 戦略的保健当局 × 10 

・ ケアトラスト（プライマリートラスト1つとメンタルヘルストラスト3つを含む）× 11

ケアトラストは医療サービスと社会サービスの両方を提供するもので、NHSイングランドと地方自治体とが

共同でサービス提供を行うことに同意して設立された。

・ 英国で開業している10,500人の一般開業医
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◎NHSイングランドの職員

・ NHSイングランドは、現在126,000人の医師、398,000人の看護師、36,751人のマネージャーを雇用し

ている。

・ 1997年以来、NHSイングランドは、年平均3.9％のペースで医師の雇用を増やしている。

・ 2006年のNHSイングランドの医師の数は、1996年と比較しておよそ40,000人も増加している。

・ 2006年のNHSイングランドの看護師の数は、10年前より82,500人増加している。

・ 2006年時点で一般開業医に雇用されている看護師は、2001年より3,950人増えた。

・ NHSイングランド職員の84％は、患者のケアに直接関わっている。

・ NHSイングランドの現場スタッフは、2000年以来20％増員された。これには、医師29％、看護師19％、

救急隊員10％の増員が含まれる。

・ 医学部の受け入れ人数は、1999年～2000年には3,749人であったが、2004年～2005年には6,326人

になり、69％の上昇を示した。

・ 1999年～2000年と2005年～2006年の間に、NHSイングランド の予備登録看護婦トレーニングの委任

の数は31％増加した。

【国のEHRプログラム】 

◎国のIT/ICTの現状および戦略

イングランドのIT/ICT普及の成熟度合いは、組織（多くは国営組織）によって幅広い違いがある。ICTは

あらゆる組織で使用されているが、最小限の使用から最先端の高度機能の使用まで様々である。

組織間の境界を越えた医療ISの統合レベルは、ほとんど実施されていない例から広範な協業が可能な

充実したITサポート体制まである。しかし後者の場合でも、まだ開発初期の段階であり、特定のプロジェ

クトや政策を超えて持続することはほとんどない。

国のイニシアチブにより導入を推進しているシステムの中には、デジタル画像システムのように確実に定

着しているものもがあるが、その他（例：国あるいは地域の治療記録管理）は導入され始めたばかりでま

だ通常の診察業務に組み込まれていない。

一次医療提供機関では、医療提供者と費用支払い者の統合体制が根付いており、他の領域において

も重みを増している。

IT推進と情報ガバナンスの全体水準を押し上げるため、数多くの戦略や政策上の取り組みがイングラン

ド全土で行われている。これにはインセンティブと規制のコンビネーションが用いられている。その他の

取り組みは、各地方（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）別に行われている。

イングランドでは、医療機関でのブロードバンドや高速インターネットサービスの利用率は非常に高く、

国営の統一された安全なネットワークによって管理されている。従って、統一された安全なネットワーク

が無い他の国とは逆に、標準化されたトランザクションをインターネット上で実施するのが容易である。

標準化はその重要性を増し続けている。これは、臨床現場へのIT導入をコーディネートするうえで、相

互運用性が技術面に限らず非常に重要であるという認識が浸透してきたからである。

NHSイングランドの継続的なプログラム、National Programme for IT（NpfIT）により、今後も数多くのITシ

ステムやサービスが展開されていく。各種サービスは、外部の供給業者によって以下3つのカテゴリーで

推進されている。National Infrastructure Service Providers（NISP）、National Application Service 

Providers（NASP）、Local Service Providers（LSPs）.

NISPはNHSメールおよびNational Network for the NHS（N3）を提供している。N3は、既存のネットワーク

インフラを交換し、NHS全体の接続性を改善する。この取り組みにより、信頼性と安全性の高いITインフ

ラとブロードバンド接続が提供される。
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NASPサービスは、ここで説明するいくつかの施策を含めて実施されている。

EHR施策は、NHS Care Records Service（NHS CRS）<http://www.connectingforhealth.nhs.uk/

systemsandservices/nhscrs>と呼ばれている。これは、イングランド全域のNHS医療環境（例：一般開業

医、病院、診療所）の患者情報をリンクする安全なサービスである。これにより、NHS職員や患者が、治

療方針の決定を行う際に必要な情報を得ることができる。患者は、ポータルサービスを通じて簡略医療

記録（SCR）にアクセスし、自分の健康記録や診療情報の概要を参照することができる。患者情報の共

有を行うEHRサービスに加え、選択・ 予約サービス（C h o o s e a n d B o o k ） < h t t p : / /

www.chooseandbook.nhs.uk/>も展開されている。これは、患者に対して病院や診療所の幅広い選択機

会を提供し、最初の外来予約を便利にする電子紹介サービスである。展開が進められているもう1つの

サービスは、電子処方箋サービス（EPS）<http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/

eps/whatiseps>だ。これは、一般開業医から薬局へ処方箋を電子送信できるサービスで、より安全かつ

便利に処方と調剤を行うことができる。最も成功している取り組みは、画像管理通信システム（PACS）

<http://www.connectingforhealth.nhs.uk/systemsandservices/pacs>である。これは、X線やスキャンの

デジタル画像を共有できるシステムである。

LSPは地方の医療環境における、新しいアプリケーションサービスの推進を担当してきた。これらのアプ

リケーションには、一般開業医システム、新病院システム、新診断アプリケーション等の新しいソリュー

ションが含まれる。アプリケーションは、NHS NPfITの相互運用標準に準拠している必要がある。LSPは、

NISPやNASPから提供されているサービス、特にNational Care Record Serviceへのアプリケーション

サービスの導入および統合についても責任がある。

◎全国／地方のEHRアプローチ 

NHSイングランドは単独でイングランドのインフラ（Spine）調達をカバーし、多数の国のアプリケーション

やサービスとの相互運用性を支援している。Spineは、患者記録の概要データが保存されている、イング

ランドの中心となるデータベースである。このデータベースは、主要な健康記録リポジトリ、アクセスコント

ロール、メッセージングハブ、および医療従事者のためのポータルで構成されている。臨床記録の概要

データを中央管理により提供するこの試みは、導入が推進されている最後の項目の1つである。完全に

導入されれば、ローカルシステムは、指定されたデータの重要情報を、Spine上の患者記録概要に自動

的にアップロードする。データのアップロードを実行するシステムで最も早く導入されたのは、いくつかの

地域で試験採用されたGP（一次医療）システムである。このシステムの導入については、中央に保管す

る患者記録の範囲と使用目的に関して、当局側と供給事業者側、そして導入する組織と臨床医の間で

のコンセンサスを得るのに時間がかかるというマイナス面がある。

関係者（英国政府を含む）は、巨大で複雑なシステムのエンジニアリングを比較的短期間で実行する難

しさに直面し、プログラム開始当初のように楽天的ではいられなくなっている。しかし、様々な問題があり

ながらも、既に導入が成功しているものもある。その中には、患者の個人情報および統計的情報の管

理、特定の患者情報へのアクセスコントロール、そしてそれらを電子処方箋システムやその他の管理

サービスに統合する非常に重要な設備も含まれている。

Summary Health Record（EHRシステムが患者情報の出し入れを行う医療リポジトリ）は、様々なユーザグ

ループのサポートを行う段階にあり、臨床現場での使用は2007年から次第に増加する予定である。この

中央管理による簡易EHRのサービスアーキテクチャは、HL7 v3に基づいたメッセージング仕様が採用さ

れている。NHSイングランドの機関であるConnecting for Healthによって開発されたこの仕様は、

「Messaging Implementation Manual」と呼ばれ、NPfITの契約供給業者コミュニティに対して直接発行さ

れる（HL7メンバーも入手できる）。

セントラルサマリーレコードに関するビジネスレベルや技術上のプロトコルは、臨床コンテンツモデル、

および一次医療や二次医療に関連した、様々な臨床上の通信に対応するメッセージ方式と共に開発さ

れてきた。
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この推進プロセスの中で最も進んでいるものは、患者の一次医療記録の抜粋である「一般開業医サマ

リー」である。この文章の執筆時点で、一般開業医サマリーは臨床現場への導入初期段階にある。

#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

現在のイングランドのEHRは、上記チャートで言えばカテゴリー#4「統合型EPR」の単独統合型システム

に最も近い。National Care Record Serviceは、概要記録データを保管し所有権を管理している。その実

用性は、地方の医療提供機関（病院、一般開業医、精神医療機関、救急車、刑務所等）で開発されて

きた医療ITインフラの成熟度合いと有効性に直接関係する。National Care Record Serviceと地方の臨

床システムとのギャップを埋めるために、地域のEHRが開発され始めている。

イングランドでは、ユーザ全員に対して発行されるスマートカードに加えて、2つの要素によるユーザ認

証が用いられている。使い勝手を心配する意見もあったが、そのプロセスは大方に支持されている。ア

クセスコントロールは、単純な役割ベースのアクセスと、患者とその治療に関わった医療従事者（医師、

看護師など）間の「確かな関係」というコンセプトの組み合わせによって実行されている。患者は、

「HealthSpace」と呼ばれるポータルから自分の健康記録概要にアクセスすることができる。これは、米国

で開発が提案されている医療提供者がリードするPHRと大きな差はない。

【EHRのガバナンス】

◎法律／規制

イングランドのEHRに対する最高監督当局は、英国政府保健省である。当局は様々な調整機関に権限

を 委 譲 し て お り 、 そ れ ら の 機 関 の 一 部 は 、 医 療 記 録 推 進 委 員 会 （ h t t p : / /

www.connectingforhealth.nhs.uk/crdb）のように「NHS Connecting for Health」によって運営されている。

英国では、キックバックや任意照会に関しては問題視されていないようである。大部分が公的資金に

よって開発されたシステムであるため、そのような問題が発生する機会は限定的だからである。不正使

用が発生した場合、雇用スタッフに対する懲戒処分と資格付与団体による懲戒措置によって対応する。

プライバシーとセキュリティはヨーロッパのデータ保護規制との関連で、保健省（DoH）の規制と政策方

針が適用される。法的責任への懸念は電子記録の使用と共有を抑制する要因にはなっていない。
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集約レポート目的のデータの二次使用は、別の規制枠組みによって管理されており、データはSpine上

の別のサブシステムに保管されている。

◎医療政策

医療提供者、医療保険会社、公的保健当局、研究者などのHIEへの参加方式は、NHSイングランドや

保健省（DoH）による多数の政策によって決定されている。電子情報共有に関する追加的プロトコルは、

既存データを新しい方法で使用することになった時、必要に応じて指定される。英国の政策については

「The Care Record Guarantee: Our Guarantee for NHS Care Records in England」（http://

www.connectingforhealth.nhs.uk/crdb/docs/crs_guarantee.pdf）にて発表されている。

自分の情報がEHRに保管されている患者の権利は、NHSイングランドの政策とデータ保護規制によって

管理されている。患者のプライバシーに関する議論（政府に個人データをEHRデータベースで集中管

理されることを、一個人が阻止することは可能か…）は活発に行われている。EHRを使用している医療

提供者が負う法的責任は、まだ議論として表面化していない。いかなる場合も、一般的な職業上の規範

は常に適用される。各医師は、「国の医療サービス提供者」として、NHSイングランドとの商業的契約の

条件下で行動する義務がある。NHSイングランドの主な責任は、Spine、インフラ、EHRシステムの関連

サービスを提供する共同事業体の主契約者として、その機能を果たすことである。NHSイングランドと医

師との一般的な契約の下には、様々な付随的契約が交わされる。付随的契約には、地域的な条件に

基づいたものやNational Programmeのサービスとは異なる特殊サービスを提供するためのものもある。

【技術】

セントラルサマリーレコードとしての機能を果たすSpineには、一次医療および二次医療における情報の

ほんの一部しか保管されていない。よって、それ自体はEHRシステムではないのだが、通常はイングラ

ンドのEHRとして言及されている。地域リポジトリが大規模に導入されはじめているが、その役割はまだ

明らかになっていない。

簡略医療記録（SCR）のインフォメーションモデルは、HL7v3診療文書国際標準（CDA）規格のNHSイン

グランド仕様に完全に準拠している。ただし、一般開業医サマリーは例外的にHL7v3の診療内容構造

的記述モデルに基づいている。SpineのメッセージングはすべてHL7v3に基づいている。しかし開発時

期を考慮すると、HL7協会による標準基準とは一部分しか整合していないことになる。

イングランドでは、EHRのユーザ認証の際、単独のサインオンにはスマートカードに加えてSun Identity 

Serverを使用し、ユーザ証明書のやり取りにはSAMLを使用している。患者や医療提供者のID認証や

Care Recordリポジトリへのアクセスは、公共事業として展開される。全体のアーカイブや監査記録はす

べてのトランザクションが保持されているが、現時点で記録の更新は臨床記録全体または一般開業医

サマリーをすべて交換する時のみ行われている。

NHS EHR Spineに伴うサービスは、単独のバーチャルエンドポイント（端末）を介して提供されている。こ

れらをサポートしているメッセージ処理は、ebXML信頼性パターンおよびサービス指向型アーキテク

チャのWebサービスを採用している。Spine上のすべての臨床データはSNOMED CTコーディングを使

用している。SNOMED CTコーディングは医療分野での使用を可能にする新しいコードやサブセットを

取り入れているため、NHSイングランドによって積極的に支持されている。

NHS Spineプロジェクトは2003年に開始された。サポートシステムの使用は最近定着してきており、医療

記録は2007年から段階的に開始されている。

費用総額および投資利益率（ROI）は測定が困難である。確かな数字もいくつか発表されているが、

Spine以外のエンドポイントにおける導入の付随的な費用や、新しいインフラを使用することによって生じ
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た利益に関してはあまり知られていない。

ソフトウェアの費用は、Spine Directory and Demographics Servicesや簡略医療記録等のフレームワーク

サービス、およびEMRやEPR等のローカルシステムに適用させるために必要な様々なサービスの間で

折半される。ソフトウェア、ハードウェア、システムの実装、トレーニング、異なるシステムの相互運用性の

確立などの費用は公開されていない。支払いは成果基準の契約であり、すべての費用はNHSイングラ

ンドにより直接的（中央の財源によって）または間接的（各機関に予算を介して）に支払われる。統合費

用のうちの一部は、継続的な市場参加のコストとして、ベンダーによって吸収されている。

非医療コミュニティへの統合は勢いを増し始めており、2008年時点で社会医療の試験的導入が進行中

である。これは、すでに何年間も計画が進行中であった、広範囲の複数機関による情報共有の試験導

入に続くものである。そのうちのいくつかは、持続性と相互運用性の面で成果を出し始めている。

【導入・ 採用】

簡略医療記録の導入状況は、上述の通りである。

着実に前進している一方で、地域や地方の組織では、ITの成熟度やEHR/EMRシステムの導入状況に

ばらつきがある。一次医療提供機関は、EHR導入のリーダー的立場であり続けている。これは、長年の

政策とNHSイングランド（英国における単独の費用支払い者＝保健運営団体として）による経済的イン

センティブ、そして一般開業医（自営業者として）による実践の成果である。また、非常に熱心な推進派

医師によるリーダーシップや、入念にターゲット設定されたNHS側のコミュニケーション、規制、支援、イ

ンセンティブなども導入成功の要因である。
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ウェールズ

【医療システムの概要】

人口300万を擁するウェールズは、英国を構成する4つの行政区の1つである。医療は主としてウェール

ズ国営保健サービス（NHSウェールズ）により提供され、個人の費用負担はない。

医療に関する予算、政策は、ウェールズ議会により中央政府レベルで策定される。NHSウェールズは、

ウェストミンスター（英国中央政府の議席を持つ）およびウェールズ政府、スコットランド政府、北アイルラ

ンド政府間の交渉の一環として配分を受ける。ウェールズにおいて医療および医療サービスが使用でき

る予算は「包括的補助金」、すなわちウェールズ議会が責任を持つ全分野の予算の一部を構成する。

ウェールズは医療サービスに毎年40億ポンドを超える額を支出しており、この数字は今後増大すると見

られている。医療分野のガバナンスは、NHSウェールズトラストおよび地域衛生局などの医療団体により

指導、運営、管理されている。

一次医療サービスは、全国の医療および外科センターに所属する約1,800名の一般開業医が提供する

（www.wales.nhs.uk）。NHSウェールズ ダイレクトも、24時間対応の看護師電話相談による一次医療サー

ビスを提供している。同サービスでは看護師が患者に対し、保健、疾病、医療サービスに関するオンデ

マンド情報とアドバイスを提供する。

ウェールズには14のNHSトラストがあり、135の病院、病床数15,000の経営を行っている。ほとんどの患者

は地区総合病院（DGH）を受診できるが、ウェールズ全域に地域病院のネットワークがあり、より小規模

なサービスを提供している。ウェールズには教育病院が1箇所、すなわちカーディフを拠点とするウェー

ルズ大学病院がある。

NHSウェールズは、政府の社会福祉省庁と連携した精神保健サービスを提供しており、さらにウェール

ズ全域の緊急、救急医療、患者搬送サービスも担当している。

ウェールズの住民の健康状態は全般的に向上しているが、他の欧州各国よりも依然として低く、死亡率

が高い（Health Status Wales 2004-2005ウェールズ議会政府 保健長官）。循環器疾患、特に心臓発作

が死因の多数を占め、癌、呼吸器疾患がこれに続く。合計すると循環器疾患と癌が、死因全体の3分の

2を占めている。

ウェールズ議会政府の保健社会福祉大臣が、国民電子カルテ構想の最終的な責任を持っている。同

大臣がIHCを創設し、これをNHSウェールズ長官の管理下に置いた。IHCプログラムは、全国で治療に

関する電子的接続を促進するために設計されたものである。同構想の中核は、個人カルテ（IHR）の導

入である。

【ウェールズ個人カルテ（IHR）プログラム】

◎戦略

ウェールズIHRの目的は、HISの焦点を医療組織から患者個人へ移動することである。従って情報サー

ビスは、患者が自分の治療に関わる医療機関を迷うことなく見つけることを期待するのではなく、患者の

ニーズを中心（患者中心）として構築される。

情報および情報に基づくサービス（すなわち健康状態に基づく治療アドバイスや治療警告）の両方にア

クセスできるようにすることで、NHSウェールズは、この制度が健康維持、疾病予防の両方に焦点を当

て、患者を直接自身の治療に参加させていくと予想している。患者が生涯を通じて入手できる情報に

は、あらゆる情報源からの治療データなど包括的な情報が含まれる。情報の管理責任は、患者のEHR

作成および管理責任を持つ病院、一般開業医など、個々の臨床医および医療機関が負う。この接続に

よる協力という概念が、IHC設計の中核をなす。
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電子医療データは、4つの主要アーキテクチャ コンポーネントによって実現される。

・ 生涯カルテ（LLR）

・ 個別カルテ（IHR）

・ ウェールズ クリニカル ポータル（WCP）

・ マイヘルスオンライン 

◎生涯カルテ

LLRは、一般開業医が現地で保管、管理する。患者は一次医療提供者となるNHSウェールズ内の一般

開業医に割り当てられる。病院は退院概要または外来紹介状を出すことで、入院時の医療内容を一般

開業医と連携させることが可能となる。これらの書類は、患者の診断、処置、処方箋、主要検査結果お

よび入院結果と共に電子メッセージ化される。情報の一部は、既存および開発中の規格によって暗号

化される予定だが、臨床医による経過記録など他の情報は暗号化できない。最終的には、全臨床情報

を標準化し電子データに変換することを目指している。このモデルでは、一般開業医は他の医療提供

者から受け取ったデータと共に、LLRを手動で記入し管理する責任を持つ。

◎個人カルテ 

LLRには全情報源から収集された詳細な患者情報が含まれるが、IHRには患者の現状に関する要約情

報が含まれる。

入院時の患者の位置および日程計画を含め、患者の医療データのほとんどが一般開業医のLLR、およ

び病院の患者カルテ（PCR）に残る。しかし個人カルテには、以下のようなさらに高次の情報が含まれ

る。

・ 氏名、生年月日、住所、特殊なニーズ、会話時の第一言語、緊急時連絡先など詳細な個人情報 

・ 患者の医療に関わる医療提供者をすべて網羅した医療関係者一覧 

・ 入院および退院概要、紹介状、実施された検査、完了した処置など、緊急治療の状況で生じた健康

現象の要旨、および

・ 現在使用中の薬剤および診断など、現在の健康状態

◎臨床ポータル 

WCPにより、一般開業医、病院、外来検査機関、放射線センターなど、医療提供者間での患者情報の

交換が可能となる。データには、IHRとLLRの両方からアクセスできる。

例えば、入院中の患者情報は、個人治療録（PCR）の名で知られる地域医療機関のシステム内で管理

される。退院時に、臨床医は最終的な記録を承認し、電子退院概要をIHRおよびLLRに送信する。

マイヘルスオンライン 

マイヘルスオンラインは、個人とその指定保証人（例：家族）が利用できるポータルである。同ポータルを

通じ、患者はLLRなど様々な情報サービスにアクセスできる。その結果、患者は自分のカルテを閲覧で

きるだけでなく、外国での治療、自己治療、市販薬の利用など、NHSウェールズ外で行った医療行為の

情報を入力することもできる。

メッセージングおよびデータ交換は、来歴（文書の信用証明および出所）および目的（LLR、IHRと情報

を交換する文書）などの基本的な規格に準拠しなければならない。

LLRおよびIHRに保存された情報は患者の所有であるが、記録の「管理者」が保管を代行する。イングラ

ンドの場合と同様、ウェールズ市民はこのようなカルテプログラムに参加しない選択ができる。電子患者

情報へのアクセス依頼は、最初に認証、次に許可により管理されたユーザからのものでなければならな
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い。許可は、依頼者の役割、依頼の性質、患者ごとに定められた制限の状態など、いくつかの要因に基

づいて決定される。

患者情報の乱用があった場合は、監査を通じて判定され、職務上、雇用上、法律上の制裁が行われ

る。

【技術および現状】 

IHCは、全国電子カルテシステムに必要なサービスの開発を目指して大幅な進歩を遂げてきた。コンセ

プトアーキテクチャが定義され、要素およびコンセプトの多くが試験運用または実現に至っている。こうし

た実現が医療関係者の支援を得て、IHCは実現過程においてアーキテクチャを向上することができた。

このようにIHCは、国の予算を増強するだけでなく、地域医療共同体内の予算の組み合わせを活用す

ることで、大幅な進歩を続けている。

表1は2007年にIHC全国アーキテクチャ規格に基づき作成されたもので、IHC/IHRの主要構想が、現状

および今後の目標と共に記されている。

表1：IHC全国アーキテクチャ規格書2007年9月より抜粋

アーキテクチャ要素 現状 今後の目標

LLR/IHR
医療提供者全体に、時間を
超えて患者の保健および医
療全体の情報を提供し支援
する情報サービス。

政府の時間外医療（OOH）
サービスに対する一次カルテ
の提供をもってIHR採用を開
始。

急性、慢性症状の緊急、選択
的治療全体における、包括的
LLRおよびIHRへの具体的な
移行。情報源は、全体像が得
られるまで経時的に拡大し続
ける。

WCP 
治療管理システムへの入力
および情報交換を可能にする
全国的な標準ポータル。技術
的には、標準的な企業ポータ
ル開発技術のインターネット
開発ツールを使ってポータル
を作成する。

現在、初期採用を行った3つ
のトラストにおいて試験中。
カーディフ、カーマーゼンで
はすでに試験採用済み。その
他の病院トラストおよび、ヘル
スソリューションウェールズ
（HSW）は、協力を合意済。

ほとんどの二次医療臨床医
に、既存の臨床ワークステー
ションに代わる単一のユーザ
インターフェースを提供するこ
と。
ポータルにより、臨床医は以
下のことができる。
・ 臨床情報網を作成、交換、
管理
・ 個人の記録を閲覧
・ スケジュールおよび文書管
理
・ 経過追跡
・ 調査依頼および治療指示
を行う

PCR 
特定の医療状況下で行われ
た患者の詳細なカルテを提供
する。PACSまたは病理学シス
テムなどその他の情報源から
の情報を統合するか、あるい
は臨床ポータルの使用により
直接作成した後、記録に統合
できるようにする。

臨床ポータルの最初のバー
ジョンでは、該当する病院シ
ステムに情報を要求する。将
来のバージョンでは、PCRを
一まとまりのサービス、情報規
格として確立する。

NHSウェールズの所属組織
は、標準メッセージを使用し
該当するPCRへ関連情報を
提供しなければならない。臨
床ポータルにより、NHSウェー
ルズの臨床医全員がPCRに
アクセスできるようになる。
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アーキテクチャ要素 現状 今後の目標

患者ID 
患者一人ひとりが、固有で生
涯不変のIDを1つずつ持ち、
すべてのカルテで容易に入
手、使用できる。

NHSウェールズ番号が、組織
間通信に採用されている。既
存のISおよび保健記録に対
するNHSウェールズ番号の使
用を推進するため、多額の投
資が行われてきた。

各識別子を関連付けるサービ
スが使用可能となる。

ウェールズ人口統計サービス
（WDS）
ウェールズ住民および新生児
に対するNHS番号の振り当
て、一次医療登録の管理、
NHSウェールズ番号およびそ
の他国民IDの追跡調査また
は検索、人口統計情報の提
供などの情報サービス

WDSは、既存システムにて運
用中。ウェールズ行政登録簿
が国民人口統計の正式な情
報源である。

WDSはSOAのモデルとして実
現される。

マイヘルスオンライン
患者による記録へのアクセス
を可能にすることで、患者が
自己の治療管理に積極的役
割を担えるようにする。

最初の試験運用では、妊娠
経過を記録できる特殊モ
ジュールなど、患者が自己の
医療情報を記録できる基本設
備を提供した。第二の試験運
用を計画中。

患者が自己の健康情報を閲
覧し、医療提供者と交流を図
る標準的な方法となる。

電子紹介状
医療機関の間で、整理された
患者情報の確実な引継、およ
びリアルタイムで連絡を取り合
う単一の機構。

プロジェクトではSCIゲートウェ
イ（NHSスコットランドの既存ソ
リューション）の利用可能性を
検討中。

臨床ポータル経由で配信予
定。既存ソリューションはすべ
て本サービスへ移行しなけれ
ばならない。

治療情報へのアクセス
医療従事者および公衆による
高品質の総合情報へのアク
セスができるようになる。

臨床医および患者向けに構
築されたインターネットサイト
を通してキャンペーン展開さ
れた医療情報マップ

アクセスは臨床ポータルおよ
びマイヘルスオンラインに組
み込まれる。

メッセージング ファブリック	
SOAおよび定義済サービス 
インターフェースの原則を利
用して、協力的、相互運用的
な機能を提供する。メッセー
ジング ファブリックが、サービ
スインターフェース間の相互
連絡機構となる。

メッセージング ファブリックの
暫定版を、臨床ポータルの第
1段階として構築中である。

メッセージング ファブリック
が、SOAPプロトコルを使用し
てNHSウェールズ外部のもの
を含めたIS間の標準的な連絡
手段となる。WS個人情報の保
護およびWSアドレッシングな
ど、その他のWS* 規格は、
SOAPプロトコルに統合され
る。

臨床文献のメタデータ
臨床文献にはヘッダーおよび
本体コンポーネントがあり、必
要に応じてHL7 CDAに準拠
する。本体により、フリーテキ
スト、構築途中および構築済
みの臨床データの通信が可
能となる。

個人記録用ジェネリック情報
フレームワーク（GENIFIR）を
各段階で開発中である。

HL7 v3 CDAを、NHSウェー
ルズに可能な範囲で使用す
る。
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アーキテクチャ要素 現状 今後の目標

臨床コードおよび用語
目的は、臨床の安全、効率お
よび患者体験の向上という、
実際的かつ差し迫った必要
に基づく優先事項として、実
践的方法に従った、整合性、
一貫性がより優れた臨床コー
ドおよび用語の使用を目指す
ことである。

このアプローチでは、あらゆる
目的に適した唯一のコード体
系は存在しないと認識する。
現在使用されているコード、
用語の体系は、ほとんどが不
均質で非計画的である。

少数の大規模なコードを、そ
のうち最も適切なものを使用
するシステムと共に指定する。

メッセージおよびサービスの
定義
SOAで実現されているように、
同時に作動する複数の情報
サービスに基づいた方法。こ
の方法では、ITの機能（サー
ビス）を構造（システム）から分
離し、ISよりも情報サービスを
重視する。

試験的プログラムが、病理学
的依頼および報告、順番待ち
リストの問い合わせ、入院およ
び予約状況、患者IDおよび
人口統計データ、およびユー
ザの許可、認証等の各サービ
ス分野で実施されている。

目的は、例えば1つのメッセー
ジデザインで、入院／転院／
退院（ATD）およびそれ以降
の処理全般に関する問い合
わせに対応できる、一般的な
メッセージを開発することであ
る。
規範基準を、HL7 CDA、
SC I、CEN TC251、ENV 
13606の該当する場合に使用
する。

データの個人情報の保護
すべてのISが、情報の機密
性、一貫性、可用性を保持す
る。
・ 機密性：認証された相手の
みにアクセスを許可する。
・ 一貫性：正確さと完全性を
守る。
・ 可用性：認証されたユーザ
が必要に応じて確実に情報
および関連資源にアクセスで
きるようにする。

BS7799/ISO27001が定める規
格に準ずる。
追跡記録を継続的に監視す
ることで、実施が可能となる。
健康データの乱用は、個人情
報保護に関する既存の専門
的基準に準じて調査される。

NHSウェールズ セキュリティ
指針およびISO27001に準じ
る。

スタッフの許可および認証
NHSウェールズ職員の確認お
よび認証のための全国的な
総合サービスにより、シングル
サインオン、およびその他Eヘ
ルスアプリケーションが統合で
き、さらに全国のディレクトリへ
リンクできる。

開発は、臨床ポータルおよび
ウェールズ人口統計サービス
の一部としての導入を皮切り
に、徐々に行われる。

医療機関はシングルサインオ
ンを可能にするため、地域
サービスへのアクセス時にも
全国許可、認証サービスを利
用するよう勧められる。

ユーザディレクトリ
NHSウェールズ職員の確認、
認証用の単一の情報源を全
国のアプリケーションに使用
する。

すべての医療機関がユーザ
IDを2009年3月までに、全国
アクティブディレクトリへ移動
する。新規の全国用アプリ
ケーションはすべて、アクティ
ブディレクトリにユーザIDを保
存しておかなければならな
い。

全国アクティブディレクトリは、
全ユーザIDの一次情報源と
なる。
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アーキテクチャ要素 現状 今後の目標

全国ネットワーク 
NHSウェールズ全体にIP通信
を提供する単一の堅牢なブ
ロードバンドネットワーク。

単一の広域ネットワークが存
在する。接続体系はサービス
プロバイダが提供している。こ
れは仮想プライベートネット
ワーク（VPN）を基盤とするマ
ルチプロトコルラベルスイッチ
ング（MPLS）である。ウェール
ズ内のNHSウェールズの組織
はすべて、直接的、間接的に
接続される。

新たに公共部門の広域ネット
ワークが導入された時点で、
これはウェールズ内の閉じた
VPNとなる。

【NHSウェールズのIHRアプローチ】

NHSウェールズのIHCプログラムは、高度な連携戦略を採用している。2005年以来、IHCは数多くのイベ

ントを主催し、最先端で活躍する臨床医、および医療分野の指導者を集めてIHCプログラム、その概念

アーキテクチャおよび臨床現場への影響を検討し、実施にいたる合意を醸成してきた。

NHSウェールズLLR/IHRの開発、実施は、以下の基本理念に基づく優先事項に従って行われる。

・ 導入過程の可能なあらゆる点でメリット達成を重視する

・ 現在の医療ISに保存された既存情報を有効利用する

・ インターネットポータルを通じて患者データの交換ができるサービスを採用する

・ 以下のシナリオを優先する

- 受付時間後の一般開業医など、緊急、予定外治療の支援

- 「内部の」情報サービスが機能しない場合、例えば「メモが見つからない」などの場合の、予定治療の

支援 

- 患者によるIHRの直接利用を通じた自己治療支援

- 長期的症状（例：慢性病）の確認および総合評価

NHSウェールズIHCがLLR/IHRの実施にあたって使用する概念アーキテクチャは、下図に示す#2の「連

合型」に最もよく表されている。病院などの医療機関に様々な既存システムが残されており、それらを交

換する費用、時間を鑑みると、この方法が最も有効であると判断された。
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#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

【ガバナンス】

◎法律／規制

患者が自分のカルテの法的所有者である一方、臨床医はその管理者である。このことは規制により明

確になるが、患者は通常、自分自身がカルテを所有していることを認知せず、しばしば治療者がそのよ

うに振舞っている。

ほとんどの国と同様、健康に関するデータの個人情報の保護は、ウェールズでも極めて重大視されてい

る。すべての過程および技術設計において、慎重に扱うべき個人情報、健康関連の情報を入れる「密

閉封筒」の作成等、個人情報の保護保護に取り組んでいる。患者は、必要に応じ密封封筒を使用して

情報を提供できる。

◎医療政策

2003年、保健および社会問題の国民審査が行われ、医療、社会保障の再構築が促された。緊急、断続

的治療を常に重視するのではなく、保健、健康を増進する総合的システムを開発すべきであるとの提言

がされた。審査では、患者が疾病予防、早期介入に対してより大きな責任を担うべきとし、情報管理およ

び技術の予算を、ウェールズ議会政府の優先事項とした。以来、政府の医療政策は、統合化、情報化

がより進んだ医療の提供による、住民の保健、健康の増進を重視している。

IHCは、同政策の実現に必要な情報サービスの開発を目指して開発された。

2004年、文書「医療サービス連携のために」で、ウェールズ議会政府は公共サービスプログラムを発表

した。プログラムには、患者を重視しすべての医療資源を全面利用できるようにするという内容が折り込

まれた。

2005年には文書「命を守る医療体制の構築」に、2015年までの国の医療に対するウェールズ議会政府

の計画を記載した。全体としての目標は、健康状態全般を向上させ、患者に自らの医療に対しより積極

的な役割を担うよう促すことにより、医療の不平等を軽減、解消することである。同書ではサービス利用
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者および臨床現場の指導者に、安心できる品質の臨床治療、および証拠に基づいた医療提供を行わ

せるよう勧めるとともに、医療制度に説明責任を組み込み、より企業的な方法をとることで、組織間が健

康増進のため協力し合うよう提言した。

【導入・ 採用】 

主要要素の表に記した通り、ウェールズ全体での採用規模は比較的限られたものであったが、IHRの概

念の有効性は「時間外」における採用において実証されてきた。すなわち通常受付の終了後、患者の

健康情報が入手できない状況で夜間医療を提供する一次臨床医が、電子的なソリューションとしてIHR

を採用している。

【次のステップ】

今後12ヶ月にわたり、IHCは4つの重点課題に取り組む。

・ 臨床医が緊急、予定外の患者を治療する際、随時IHRにアクセスできるようにする

・ 一般開業医が保持するデータをLLRへ移行し、一般開業医のシステムを国によるホスティング環境に

同化させる

・ 患者に長期にわたり一貫した治療を提供できるよう支援するWCPおよびPCRサービスの開発

・ 患者がマイヘルスオンラインを通じて自分のカルテを閲覧できるようにし、患者を支援する
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スカンジナビア

デンマーク 

【医療システムの概要】 

デンマークはスカンジナビアの一部であり、ドイツの北に位置し、人口は540万をわずかに超える。領土

のほとんどをユトランド半島が占め、ヨーロッパ大陸からスカンジナビア半島を分かつノルウェー、スゥ

エーデンに向かって国土が広がっている。コペンハーゲンは人口約60万（周辺地域の人口は160万）

の、デンマーク最大の都市である。オルフスは推定人口30万の第2の都市、第3の都市はフューネン島

中央に位置する人口約20万のオーデンセである。

女王マルグレーテ2世は国事に直接関与する。国家元首としての女王の職務には、外国訪問、政府と

の定期会合、外交機能などがある。政治権力は成年普通選挙により選出される179議席の国会である

Folketingに属し、国会議事堂はデンマーク、コペンハーゲンのクリスチャンセンボルグ宮殿にある。

デンマークには、2層の地方自治体である地域および基礎自治体がある。国は5つの地域に分かれ、そ

れぞれに選挙で選ばれる地方議会および地方議長が、主要医療政策の責任を持つ。98の基礎自治体

があり、環境、地域道路、介護施設および自宅介護、各種社会福祉事業および学校の保護を責務とす

る。デンマーク人は政治への関心が極めて高く、テレビ中継されるFolketingの討論を注意深く見守って

いる。

国と基礎自治体は、医療予算を確保するため課税を行う。徴収された「公」金の国全体への償還は、運

営主体間で行われる。

2007年1月、地域および基礎自治体は、デンマークの地方行政制度の大幅な改革の一環として再構築

された。14の県は合併されて5つの地域となり、275あった地方自治区はより規模の大きな98の地方自治

区に統合された。改革は、デンマーク国内のIT市場の状況に多大な影響をもたらした（影響は今後何

年間も続くと予想されている）。

こうした改革の結果、すべての地方当局が統合後の組織、インフラ、システムおよび戦略をしかるべき状

態にしようと奮闘を続けている。デンマークには、3,500を超える病院、薬局、家庭介護業者、一般開業

医、専門職が存在する。

デンマークの医療部門は、基本的に以下の主体により運営される。

・ 国／政府機関（および地域連合、すなわち「デンマーク地域」連合および基礎自治体連合）‐中央に

よる統制、サービスおよび部門間構想の責任を持つ

・ 一般開業医、専門職のクリニックおよび小規模な個人病院‐個人事業単位として運営

・ 地域―すべての公立病院の責任を持つ

・ 基礎自治体―老人介護施設、自宅介護事業、新興保健センター（リハビリおよび予防医療）の責任を

持つ

デンマーク市民は、可用性（専門職の予約を得られるまでの待ち時間）、医療サービスの効率および品

質に関心を持っている。

情報技術により医療制度にかかる負担を軽減し、状況を改善する機会が得られる。

2003年にEPJ観測所から出された報告書には、病院のIT予算が平均して2002年の総予算の1％から、

2003年には2.8％に伸びたと記されている。

【 国のEHRプログラム】

◎国のIT/ICTの現状および戦略 

デンマークとノルウェーは、北欧諸国の中でも早期から全国ネットワークの構築に力を入れてきた2カ国

である。ネットワークの構築を終えた現在、重点課題は個人情報の保護、規制、標準化およびアプリ

ケーションに焦点を置きつつ、組織の枠組みを超えた患者中心の医療サービスを提供することへと移
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行している。

EHR市場は、地域および基礎自治体による特定のシステム調達と共に、全国医療情報技術（IT）戦略

構想によって発展してきた。2003年、保健省は2003年～2007年にかけての医療部門全体のIT戦略を

承認した。2006年、保健大臣が従来の戦略を、より組織的な統治体制へ変革するよう促した。変革は

2007年、正式な中央独立組織、すなわち国と深く連携した全国EHR組織（例：全国保健委員会）、デン

マーク諸地域およびデンマーク全国地方自治体協会の設立によって開始された。

全国データベースはすべて独自モデルに基づき構築されるが、地域EPRは地域／現地モデル

（Systematic、Acure）、欧州規格以前のHISA（WM-DATA）、HL7（CSC Scandihealth）あるいは欧州規

格以前のEHCRA（CSC Scandihealth）を基盤とする。全国保健委員会から財政支援を受けているG-

EPJは、様々なソリューションの中で部分的に導入されてきた。

医療ITの集合アーキテクチャは、いくつかの異なる要素からなる。

・ 全国医療ネットワーク：VANSにより運営されるEDIネットワークおよびその他トラフィック用のインター

ネット ネットワーク

・ 医療ポータル：他のアプリケーションのサービスを利用するサービス指向プリケーション

・ レガシーのメインフレームレジスタ（全国患者登録）からサービス指向アプリケーション（個人医療プロ

ファイルおよびEジャーナル）まで、全国のレジスタ

・ 地域、地方のEPRシステム：従来のWindowsクライアント サーバシステムおよびレガシーメインフレーム

システムを拡張したものなどの旧バージョン。主要サプライヤー全社が、J2EEサービス指向のシステムを

含めた新開発を行う。

・ 在宅看護記録ソリューション：サービス指向システムに変換中のWindows基盤システム。

デンマークでは、EHRの予算は自治体レベルから国家レベルまで様々に異なる。

・ 地域および基礎自治体は、自らの医療機関を所有しEHRシステムの資金調達を行う。

・ 国および地方自治体協会は、中央、または複数部門にわたるサービスおよびプロジェクトに、資金調

達または共同拠出を行う。

・ 一般開業医は個人事業者として振る舞い、自分でシステムを調達する。

病院向けの大手EHRベンダーの中に、一般開業医市場への興味を示した業者はいなかった。従って、

外来部門は同システムを供給する15の小規模な地域EHR業者によって支えられている。

基礎自治体が購入する在宅看護システムの主要サプライヤーは、Rambøll、Zealand CareおよびCSC 

Scandihealthである。EPRシステムの地元調達を支える一次システムベンダーは、IBM（Acure）、

LogicaCMG/WM-data、SystematicおよびCSC Scandihealthである。

◎全国／地方のEHRアプローチ
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#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

既存のNHR EPRアプローチは、主として#3の「サービス指向型」であり、約50種類のメッセージをサポー

トする全国医療ネットワークから成る。全国的なフレームワークに組み込まれた集中データベースには

様々な種類があり、そのうちの2種類がCDRとして異なる地域で使用されている。

その他の集中サービスも、全国医療ポータルおよび薬剤処方サービスなどの全国的なフレームワーク

で使用できる。

デンマークの新たな医療IT戦略も、#3の「サービス指向型」だが、CDRだけでなく、その他のサービスも

行うように拡張されている。新戦略の一部は、地方のシステムに対する要求事項を整理する一方、成熟

した一定の機能を集中させる（一定の要素に#4の方法を採用する）ことである。新戦略ははるかに強い

統制構造を持ち、地方の事業に干渉する権限を持つ全国EHR組織による調整が行われる。

全国ネットワークであるMedComは、1999年にデンマークの医療制度の恒久的機関となっており、以下

の技術的、法律的側面などを含めた複数のサービスアプリケーション構想の調整を行う。

病院と在宅看護の通信：MedComは地方自治体プロジェクト（2002-2005）を設立した。その目的は、病

院と在宅看護の通信にMedCom規格を大規模に採用することである。

すべての在宅および居住看護は、地方当局の担当である。

電子処方箋：MedComのメッセージ規格は、一次医療を提供する医師が電子処方箋を出す際にも使用

される。デンマーク医療ポータルは、在宅看護従事者が在宅看護向けソリューションから高齢者の処方

箋を更新できるのと同様に、患者がオンラインで直接処方箋に記入できるようにする。

デンマーク全国医療ポータル： デンマーク全国医療ポータルは、2003年に運用開始した。これは患者

と専門職が共同で使用できるポータルである。ヘルスデータネットワークのインフラも、同ポータルの基

盤である。これはデンマーク医療当局が一次医療ポータルにアクセスする際の主要アクセスポイントで

あり、患者と専門職間の通信、サービス授受を可能にする。さらに、同医療ポータルは、患者が保健、治

療および疾病予防に関するアドバイスを安心して受けられる場所となる。

医療報告書：MedCom規格は、専門職の意見に基づき40種類を超える臨床報告書のテンプレートを作

成している。これには病院からの退院患者要旨などが含まれる。
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個人電子処方薬プロファイル：個人電子処方薬プロファイル（PEM）は、一般開業医が処方した薬剤の

全国的データベースであり、現在は病院の処方および在宅看護および介護施設からの受け入れを含

めるよう拡大されている。このソリューションは、デンマーク医薬品局が運用する。

個人情報の保護：すべての医療制度に、ユーザIDおよび認証パスワードが必要である。システム使用

時、すなわち読み込み、書き込み、変更、削除時のロギングには厳しい規則がある。患者および専門職

は全国医療ポータルにアクセスする場合、国のデジタル証明書および署名ソリューションを利用できる

が、地方システムの場合、典型的な個人情報の保護モデルはロールベースのアクセス制御である。デ

ンマークにはまだ全国的なロールモデルはないが、新たな国家戦略の一環として策定されることが見込

まれている。

臨床医が患者の電子カルテにアクセスできるようにするには、患者との間に積極的な治療関係がなけ

ればならない。患者は、カルテのアクセス権を制限することもできるが、英国を含む諸国と同様「緊急対

応」機能により、緊急時にはアクセス可能となる。

【EHRガバナンス】 

◎法律／規制 

デンマーク人は、医療における技術の応用が、福祉を向上しつつ、同時に医療提供制度の効率を向上

させる可能性を持っていることを認識している。

政府は機密、個人情報の保護の侵害を引き起こすおそれのあるシステムを作る危険性を非常に警戒し

ている。こうした問題への対応として、デンマークは全国保健委員会の省令である患者の権利保護法を

制定した。同法は、医療当事者間での同意および情報交換、個人情報の取り扱い、患者の身分確認、

病院を中心とするIT個人情報の保護および公共機関によるデータの取り扱いを規制する。

デンマークでは、データは通常、患者自身が入力した場合でも、入力先のシステムの責任を持つ機関

が所有するものと見なされる。

この法案が制定されたことで、患者は電子カルテを含めて、書類にアクセスする権利が得られる。

ただし、患者データの管理は専用の機能を持つアプリケーションまたは、専用アプリケーションのみに

よって行われる。EHRに関連するプロバイダの法的責任は、デンマークでは特に問題となっていないよ

うである。

一般開業医のシステムに対する臨床情報の入力は、未だに一般開業医または専門職の裁量に任せら

れている。サービス内容はすべて、全国保健委員会に報告される。ある医師が他の医師に比べて多く

の治療を行ったり、紹介状を多く出したりした場合、全国保健委員会はその医師への払い戻しを制限で

きる。ある開業医または専門職がより多くの薬剤を処方したり、処方のパターンが異常である場合、全国

保健委員会は医師に連絡して説明を求めたりして、処方の権限を制限できる。

◎医療政策 

デンマークでは医療ITの基準作成に一定の成果を収めているが、相互運用性を確保するためには、さ

らに努力が必要である。医療情報科学の標準化を目指す国民会議は、デンマークおよび欧州における

標準化業務についての人気の小冊子を発行した。さらに、デンマーク標準化委員会も存在する。HL7

は、改訂された国の医療IT戦略で、重要な役割を果たすと期待されている。デンマーク市場の大手病

院ベンダーは、製品のHL7準拠を目指して準備を進めているが、現在に至ってもインストールが終わっ

ていないと訴える。LOINCおよびSNOMEDは現時点でデンマークでは使用されていないが、将来

SNOMEDが採用されると予想されている。

特にMedComに関連して、既存VANS基盤通信との互換性、および新しいIP基盤ネットワークとVANS基

盤ネットワークの相互運用性を確保するため、EDIメール用のオープン規格が開発された。現在は、2つ

のシステム間で、あらゆる種類のEDI通信（XML、EDIFACT、HTML、HL7、DICOM）を送信できる。全

国医療ネットワークは、EDIFACTメッセージングおよび、より新しいXML相当品を基盤としている。EDI
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メッセージはVANSサプライヤー経由で送信される場合が最も多い。インターネットの利用は、閉じた安

全なネットワークのみで許可されるが、めったに使用されることはない。

G-EPJは、問題志向の学際的な医療導入および記録を支える新たな医療の規範モデルを構築しようと

する全国保健委員会の意欲的試みを表している。この構想は、デンマークの国家医療IT戦略の中核で

あった。現実には、G-EPJのモデル開発、とりわけシステムの導入および臨床医からの支援獲得を目指

して奮闘した。G-EPJは、デンマークのITソリューションを国際的枠組みへ統合するため、HL7に組み込

まれている。

インデックスタイプのアプリケーションを表示する通常の方法は、情報のコピー（抽出）を中央の保管場

所に保管することである。このような中央データベースは全国患者登録、個人医療プロファイル、および

Eジャーナルのために存在する。データは、完全なEPRおよび在宅介護ソリューションのために、地方で

も保存されている。

新規アプリケーションを取得、導入するためのサービスを管理するためにガイドラインが設立された。

200.000ユーロを超える製品およびサービスの調達は、欧州連合の調達規則により制限される。すなわ

ち実際には、ほとんどの調達が、公的入札を通じて行わなければならない。

アウトソーシングに関しては、システム運用はしばしば外注されるが、大手社内IT部門のアウトソーシン

グはほぼ皆無である。

【技術】

北欧諸国の医療サービスは、技術面で協力することでメリットを享受している。例えば、ノルウェー、デン

マーク、スウェーデンは、それぞれの全国ネットワークを結び（それぞれKITH、MedCom、CARELINK）、

ノルウェー医療ネットを形成した。その他の協力の例として、ノルウェー医療分類センター、EHRアーキ

テクチャ整合化（医療関係者）およびノルウェー電子医療能力センターの共同ネットワークがある。

以下はシステム／構想の長年にわたる施行を表している。

・ 全国患者登録簿、30年

・ 個人電子処方薬プロファイル（PEM）、2年 

・ Eジャーナル、4年 

・ Sundhed.dk、3年 

・ 患者によるアクセス（第1段階）、2年 

最初の専用EPRおよび在宅看護用ソリューションは、登用開始から12～15年だが、最初の一般開業医

用システムが利用できるようになってから20年以上が経過している。日常業務は専門職によって日々電

子的に行われている。業務には病院の入院、退院、転院業務、投薬管理、臨床処理（臨床計画、書類

作成、結果およびバイタル値の監視）、日程策定および医師の注文入力などが含まれる。

 

【導入・ 採用】 

MedComは、デンマーク国内の専門職および社会福祉部門間の安全な電子的通信を確保するため、

1994年に設立された全国的な医療データおよび情報ネットワークである。救急医の100％、一般開業医

の92％、専門職の65％、病院の100％、薬局の100％、研究機関の98％がMedComを利用して通信を

行っている。さらにMedComの「インターネットによるX線画像および記述検索」プロジェクトは、専門職が

別の郡または病院の放射線診断システムに保管されている患者の重要情報に直接インターネットから

アクセスできるようにする。また、MedComのメッセージ規格は、公的保険機関が一般開業医、専門職、

薬局、歯科医に電子的払戻しを行う際にも使用される。さらに病院、一般開業医、専門職および理学療

法士間で、電子退院証明書および電子紹介状を作成する際にも使用される。

同規格を使用して、インターネットによる検査、病理学、微生物学、放射線学に関する依頼を提出し、一

般開業医、専門職、およびその他の国立、私立病院の研究所および放射線科に結果報告を送ることが

できる。最終的には、臨床医間の電子通信（フリーテキストレター）および、病院、地方のケアセンターな
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どのE自治体が、MedCom規格を利用することで実現される。

患者は デンマークの全国医療ポータルを利用して一般開業医に診察予約を取ることができる。しかし、

ほとんどの一般開業医は診察予定をインターネットサイト上で公開していないため、ほとんどの予約は

今でも電話連絡で行われている。

【結果】

デンマーク国内のIT投資は、主として市民の政治的代表者による圧力を原動力として行われている。有

権者は、エラーや重複を防ぎ、無駄な待ち時間を減らし、臨床成果を向上し、他の北欧諸国でみられる

最善のものに匹敵する、現代的でわかりやすい医療サービスシステムを求めている。

近年、デンマークの医療部門で導入されたEHR/EPJのROIを文書にするため、数多くの研究および調

査が試みられた。いくつかの研究の結果、電子通信によって大幅な時間の節約が可能であり、患者の

治療や処置に、より多くの時間を当てられることが確認された。これは病院の場合に特に当てはまる。さ

らに、節約できる予算は年間8,400万ユーロに登ると予想された。ある2004年の研究『デンマーク国内の

電子紹介状による費用便益』の提言によると、「... 電子紹介状を完全導入すれば、結果として年間

3,512,146ユーロ、または人口1人あたり、0.65ユーロを節約できる。」とある。

その他の研究は、電子カルテにより一般開業医1軒につき、1日あたり50分、病院への電話は66％、メッ

セージ1件につき、2.3分をそれぞれ節約できると提言している。これは、年間に換算すると6,000万ユー

ロの節約となる。さらに、人的資源の面で、2,250万ユーロ、または25,000人／月を節約できる。

◎メリット

MedCom規格の使用経験によると、電子通信によって送信前にデータを直接再利用したり、自動的に

妥当性の検証を行ったりすることができる。また、データを再入力する際の誤入力や、手書き文字の誤

読から生じる人的エラーも防げる。『デンマーク国内の電子紹介状による費用便益』と題された2004年

の研究によると、年間217,160通の紹介状が病院へ郵送される場合、電子メールまたはファックスでの送

付に比べ、平均で1.33日長くかかることが判明した。

その結果、患者の待ち時間が伸び、受診科が合致しない患者が社会的コストとなる。一般開業医の推

定によると、病院へ紹介された患者のうち5％～10％は、受診科が合致しない患者に分類され、その社

会的コストは平均で1日当たり939ユーロとなる。すなわち、紹介状の郵送によって患者の待ち時間が増

大すると、デンマーク社会に年間1,343,026ユーロの費用がかかるおそれがあることを表している。

MedCom規格を使用すると、病院は電子紹介状を利用したり、退院概要を送信したりできるようになり、

データを再入力せずに済む。結果として紹介状の質が向上した。興味深いことに、MedComメッセージ

の45％は紹介状である。MedCom規格により、専門家へのアクセスおよび報告書の回収が大幅に向上

した。

電子投薬システムの採用で、デンマーク国内の誤投薬の件数はすでに減少している。潜在的なエラー

の捕捉に加え、システムは誤投薬の文書をリスクマネージャに送信し、将来のエラーを回避することがで

きる。さらに、誤投薬およびその他不慮の事態は、匿名で全国保健委員会が運営する国のデータベー

スに報告される。

◎実施経験から得た見識

患者の治療期間全体にわたり、すばやく完全で有効な情報が得られることは、MedComがもたらすメリッ

トの中で、おそらく最も重要なものである。結果として通信が向上し、デンマーク医療界で積極的な組織

変革が行われた。

しかし、すべての国に共通して見られるように、官僚主義、および技術的可能性に対する法律の立ち遅

れという現実が原因で、デンマークの医療システムにも未だに障壁が存在する。技術的問題が解決され
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た後、組織がIT採用の諸問題を乗り越えられるかどうかに関わらず、こうした問題は残るものと思われ

る。予算はますます緊縮化され、政府も医療予算に関する選択を迫られる。最後に、共通規格の不在

は、状況改善の努力が続けられているにも関わらず、依然として医療情報技術にとっての悩みの種と

なっている。

【次のステップ】 

EHR/PHR/HIE/EPJプログラムにおける次のステップについてはほとんど知られていない。知られている

ことは、病院の生化学科および免疫学科で、デンマークの全国医療ポータルを経由して一般開業医か

らのMedCom依頼を間もなく受信できるようになるということである。

医療情報技術の新境地が、間もなくデンマークで実現する。その1つは在宅介護である。デンマークで

高齢化が進むにつれて、在宅介護が増加しており、情報技術の利用にとって、新たな機会と課題をもた

らすと予想される。現在までのところ、98の基礎自治体のすべてが、管理、計画策定および臨床文書作

成の諸機能からなる在宅介護用ソリューションに投資している。
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ノルウェー

【医療システムの概要】 

ノルウェーはスカンジナビア北西部を包み込むように、南端のリンネスネス岬から北極圏を横切り、ノー

スケープまで1,752 kmにわたって広がっている。2005年現在、人口の約75％が都市部に居住してい

る。ノルウェーは1949年以来NATO加盟国であり、ノーベル平和賞の授賞式はここで行われている。

1970年代以降、ノルウェーの経済、福祉政策は、海‐北海の原油採掘から安定して成長した漁業に至

る海洋資源‐によって支えられてきた。

ノルウェー人の受ける恩恵には、とりわけ、政府支援による大学教育および医療の無料化が挙げられ

る。同国の社会福祉プログラムは、政治的聖域である。2001年に左派労働党による長年の支配が終焉

した後も、中道右派の新政府は社会福祉プログラムを継続した。

2004年の世論調査によると、EU加盟に賛成する国民の割合が50％を超えたにも関わらず、ノルウェー

のEU参加に関する2度の国民審査が行われた結果、参加「反対」となった。ノルウェーは数世紀にわ

たって主権を強制的に移譲させられ、ノルウェー市民は他の王国の少数派住民となった歴史を持つ。

1905年、憲法に関する国民投票により制度は変わり、ノルウェーの立憲君主政体を確立、ホーコン七世

を王位に据えた。以来ホーコン七世の子孫が今日までノルウェーを統治している。君主の継承に関する

決定は、Storting（議会）の権限で行われる。

医療予算は国から郡、自治体に配分されるが、自治体も医療を目的とした課税を行うことができ、その

傾向が強まっている。434の自治体は、一次医療を管理する責任を持つが、国はより広い役割を担い、

2002年以降は地域病院サービスの一環として72の病院に対する責任を持っている。

国家医療改革では、病院部門を4つ、すなわち北ノルウェー、中央ノルウェー、南東ノルウェー、西ノル

ウェーの各地方の保健当局に編成した。

これら4つの地方保健当局は、法律により、ITに関して相互協力しなければならない。他の北欧諸国と

同様、医療提供者はすべて、実施する内容を文書化しなければならない。

ノルウェー市民は医療サービスの可用性（待ち時間を含む）、効率、品質に関心を寄せている。ITでこ

れらがすぐに改善するわけではないかも知れないが、医療提供システムにかかる負担軽減の新たな

チャンスとなりうる。

Te@mwork2007の国による資金調達では、2億2,200万ノルウェークローネが3年にわたり供与された。参

加パートナー（病院など）からの寄付は、2億2,200万ノルウェークローネをはるかに超える額がすでに約

束されているものと予想されている。全国医療ネットおよび電子通信の予算が、ここ数年間の優先順位

であり、中央予算の38％～39％を占める。

【国のEHRプログラム】 

◎国のIT/ICTの現状および戦略 

デンマークとノルウェーは、早期から全国ネットワークの構築に力を注ぎ、現在は構築済みのネットワー

クによる通信促進活動に取り組んでいる、北欧諸国の先例となる2カ国である。これらの活動では、アプ

リケーションそのものに加えて個人情報保護、規制および標準化も考慮しなければならない。

ノルウェーの進歩的な国家IT戦略には、事業者および患者がデジタル公共サービスにアクセスできるこ

とを目指して設計された、患者中心で、政府の枠を超えた大規模な構想が含まれている。情報の電子

的保存、取り出しは、国のインターネットポータルを通して行われる仕組みである。

ノルウェーは、「バーチャルサービスセンター」およびHøykornノルウェーのブロードバンド向けサポート

プログラムおよび「デジタル能力」の継続により顧客サービスの先端を行く決意をしている。

50



Te@mwork2007は、社会保健局が発行したEヘルスの最新（2004年）のロードマップである。このロード

マップは患者および薬局、自治体の保健社会福祉事業部など関係者からのアクセスを促進するため全

国の電子通信拡大を求めている。

全国医療ネットワークには、現在ではすべての病院、PCPの大部分が参加している。同ネットワークによ

り、遠隔医療および電子メッセージ（研究所の報告書、紹介状および放射線診断報告書）の交換が可

能である。さらに、インターネットのホームページ閲覧および電子メールへのアクセスの安全を確保する

ため、政府レベルの個人情報の保護も提供しており、現在サービス範囲を拡張中である。

病院はすべて、1箇所を例外としてEHRシステムをすでに導入済みである。ノルウェー国内には、3つの

病院EMRシステムが存在する。北部ノルウェーの病院、南東ノルウェーのより小規模な病院ではDIPSを

使用している。ごくわずかな数の病院が、TietoEnatorのInfomedixシステムを使用している。中央ノル

ウェーの病院および南東ノルウェーのより大規模な病院では、シーメンスのDoculiveを使用している。

2007年、西部ノルウェー地区保健当局は、現在のベンダーを交換中であった。

一般開業医のクリニックで使用されている一次EHRシステムは、Winmed、Profdoc VisionおよびInfodoc

である。4種類のシステムのすべてが、ローカルネットワークで運用できるマルチユーザシステムとして設

計されている。

もう1つの電子的資源は、実践に関連する電子知識（PEK）構想である。PEKは全国保健図書館のサブ

プロジェクトであり、看護師、臨床医の臨床的ガイドラインへのアクセスを可能とした。
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◎全国／地方のEHRアプローチ

#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

病院のEHRシステムは集中管理システムである。医療当局は、EHR規格を織り込むサービス指向型

アーキテクチャ（#3）を開発する計画である。提案された変更は、4つの地域の保健当局の主要関係者

によって設立されたHITグループである「Nasjonal IKT」の管轄となる。

【EHRガバナンス】

◎法律／規制

ノルウェー人は、医療に技術を応用することで、医療システムの効率を向上させつつ、福祉を向上する

可能性も開けると認識している。彼らは個人情報保護に関する強力な法律を制定した。2000年ノル

ウェー議会は、個人情報保護のための法案第31号（個人情報保護法）を可決した。2001年、医療に焦

点を当て、ノルウェー議会は個人医療データファイリングシステムおよび個人医療データの処理に関す

る法案第24号（個人医療データファイリングシステム法）を可決した。この法案の目的は、公的医療サー

ビスおよび公的医療当局に対し、患者情報を、個人情報の保護権の侵害なく検索する権利を与えるこ

とである。両法案は、電子的情報交換に参加する医療提供者の責任を定義する。

2004年、ノルウェー研究委員会がNTNUのコンピュータ情報科学部による「匿名化」プロジェクトに資金

提供した。本プロジェクトは一般開業医のオフィスに集中しており、EHRの構造化、非構造化テキストの

匿名化による患者の個人情報保護のために作られている。このような研究は、EHRに含まれる情報に関

する患者の個人情報の保護権利を制限する法律の制定につながった。この法律は、EHRの所有権を

患者に付与し、従って、そこに含まれる情報を調べる権利を患者自身に付与する。

◎医療政策

医療提供者、各種健康保険、関連医療当局、および研究者がHIEに参加する条件は、個人情報法お

よび個人医療情報ファイリングシステム法によって制限される。

前述のように、患者の権利法は、EHRが含む情報に関する、患者の個人情報の保護権を制限する。

ノルウェーでは、キックバックおよび自己利益を目的とした紹介状は問題視されておらず、従って規制さ

れていない。
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ノルウェー人は各々、一般開業医に割り当てられる。1名の開業医が通常1,200名～1,800名の患者を診

察する。患者が特殊な治療を必要とする場合、かかりつけの一般開業医が紹介状を書かなければなら

ない。理論上、一般開業医は専門職へのアクセスを制限する義務を負うが、実際には、患者の決定に

ゆだねられている。

個人情報の保護問題に対する公衆の意識は高く、個人情報の保護侵害事件が新聞の一面に登場す

る事態もこれまでに起こっている。個人情報の保護に関する州法遵守についてはノルウェーデータ検査

局が責任を負い、政府は新たな規制がこれに追随し、患者情報へのアクセスをさらに厳しく規制すると

発表した。医療提供者が担当以外の患者のEMRを読むことは、直接権限を与えられた場合を除いて間

もなく禁止される予定である。

2006年、政府は個人情報保護法および医療登録法等が電子医療に悪影響を与える場合、同影響につ

いて検討する法的調査を開始した。同年、社会保健局は、国家および欧州データ保護法に準拠するた

めに、様々な医療組織が患者の医療情報をどのように取り扱うべきかを判断するための行動規範研究

を立ち上げた。このような調査の結果、臨床の電子カルテの不正入力をチェックし、確認できる技術が

開発された。

医療社会部門におけるITの使用を促進すべく、ノルウェー保健社会医療情報科学センター（KITH）が

設立された。2003年以降、記号、分類および用語を含め、すべてのEPRシステムをKOKOMプログラム

規格に確実に準拠させるようKITHから提供されたテスト、承認スキームがある。その他の欧州諸国とは

異なり、ノルウェーはSNOMED、HL7、LOINCのいずれもまだ採用していない。

北ノルウェー大学（UNN）の遠隔医療学部は1993年に設立され、1999年にノルウェー遠隔医療研究所

（NST）となった。この組織は新たな分野における遠隔医療の開発、導入を重点的に行う。

【技術】

アイスランドで2007年に開催された電子医療会議の席で、リヒテンシュタインとノルウェーは欧州全体の

国境を超えた電子医療サービス構築を目指して協力するという共通のコミットメントを採択した。

一般開業医がノルウェーの社会保障制度から払い戻しを受けるには、標準化されたEHRを採用しなけ

ればならない。請求書に記載する必要がある項目は、固有の患者ID、性別、生年月日、住所、医療を

受けた日時および科目、そして一次医療の国際分類（ICPC）を使用した診断である。

ノルウェーは、遠隔医療の広範囲で画期的な利用で有名である。提供されているサービスには、遠隔

放射線、耳鼻咽喉科、遠隔病理診断、眼科、遠隔皮膚科、遠隔循環器科、遠隔透析法、出産前、救急

サービス、遠隔腫瘍学、遠隔治療、遠隔歯科学、遠隔内分泌学、遠隔手術、精神科、患者への権限委

譲ソリューション、海上遠隔医療および通信教育プログラムがある。

ノルウェーでは、PKIを利用するすべての医療プロバイダに、デジタル署名ソフトウェアが提供される。こ

のソフトウェアは全国保険事業体が開発したもので、医療部門全体で使用できる。

「E-レセプト」（電子処方箋）プログラムは、処方薬および医療用品の、全国的で完全に電子的な情報連

鎖の仕組みを確立する役割を帯びている。一般開業医および病院医向けのEPRシステムは、XMLによ

り電子処方箋を作成するよう修正され、PKIに基づくスマートカードを使ったデジタル署名が必要となる。

ノルウェー医薬品局は、すべての薬品および医療用品を網羅した、ダウンロード可能なデータセットに

より、電子処方箋の支援（処方箋および調剤支援）を行う。このデータセットは、直接EPRに折り込まれ、

薬局のコンピュータからのデータと同調される。これにより、ただ1つの情報源が作られ、すべての処方

箋上のデータを確実に統一できる。
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ほとんどのノルウェー人が、インターネットにアクセスできるが、高齢者世帯や低所得世帯ではそれほど

一般的ではない。EHRを患者がインターネット経由で利用可能にすることについては個人情報の保護

および機密保持の観点から疑問が多くあげられており、不特定多数によるインターネットカルテへのアク

セスは今後当分、利用できない可能性がある。手始めに、政府は「個別計画」として知られるパイロット

プロジェクトを策定した。これは、EHRよりも「軽い」アプリケーションであり、導入に対する抵抗も比較的

少なかった。1999年、ノルウェー政府が組織的で長期的な医療、援助を必要とする患者に電子データ

を提供する法律を制定して以来、患者は「個別計画」にある自己の記録にアクセスできるようになった。

中央政府が始めたプロジェクトだが、個別計画を作成し維持する責任は地方／町の自治体が持つ。こ

のプログラムでは、患者（プランオーナー）が自分の記録を所有する。

一部のプランオーナーはインターネットにアクセスできないという事実にも関わらず、「SamPro」と呼ばれ

るインターネットベースのシステムが、保健省により開始された。SamProはEHRの縮小版であり、イン

ターネットに加えて電話でも個人による入力、カルテ更新ができる。

ノルウェー人は、その他の方法でも情報にアクセスできる。例えば、MedAxessによって、患者は自己の

PCPと、安全に電子通信を行うことができる。さらに近代化省は、患者用ポータル、MyPage、個人情報

保護ポータルおよび、公的調達ポータルなど、複数のポータルを設立した。

MyPageは、患者が自分のPCPのアドレスや名称など、様々な医療機関に保管されている情報を閲覧で

きるようにする。患者はMyPageを使って、情報を修正したり、変更申請を提出したりできる。

医療情報向けのインターネット利用は成長し続けている。社会保健局は、ノルウェーヘルスネットを、

サービスおよび予防医療の連続性を確保する手段として挙げている。

【導入・ 採用】 

一般開業医の99％以上が 自らの臨床、管理業務の大半にEMRシステムを利用している。研究の結

果、より大きな割合の検査報告書、紹介状、退院概要などが、全国医療ネットワーク経由で電子的に交

換されていることが示されている。

【結果】

ノルウェーの一般開業医によるEMRの使用率はほぼ100％だが、EMRの利用から品質改善、調査が行

われた比率はこれに比べて少ない。3種類の主要EMR（Winmed、Profdoc VisionおよびInfodoc）は、簡

単で柔軟性が高いデータ抽出ができないので、QToolsと呼ばれるサードパーティのソフトウェアの使用

が必要である。ノルウェーでは、医療品質向上のためにデータの抽出、検討を始めるには、まずQTools

を使用しなければならない。

国立専門技術センターは、KITH、NST、KOKOMおよびEPJの各機関と同様、Teamwork 2007に貢献す

る。将来の医療品質向上に注力するため、ノルウェーの全国EHRシステムの開発において各機関が中

心的な役割を果たすことになる。

◎メリット

2006年、Lareumが6つの病院を対象とした調査を実施し、64名の医師、128名の看護師、および57名の

医療秘書が回答した。その結果、医師たちは、紙のカルテを使用した場合と比べてEHRを使用した場

合は効率が下がったと答えたことが判明した。看護師は、EHRの使用は、最低限であり、情報の入力、

保存ではなく、主に情報の検索が目的であったと答えた。医師は85％の時間をEHRに日々のカルテ入

力、さらに情報検索に利用していたが、患者データの入力または保存にEHRを利用することはなく、看

護師と同様の現象が見られた。

ノルウェーの多くの病院がEMRを導入し、紙中心の臨床業務から離れていた。EMRを導入した病院を
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対象とした2件の研究の結果、医師や看護師以上に、医療秘書にとってのメリットが大きかったと結論づ

けられた。

2005年には別の研究が行われ、PCPと安全な電子通信を行った患者の経験に注目した。同研究は、個

人情報保護 対 システム可用性の検証を目的としている。MedAxessを利用した患者15名にインタビュー

も行われた。研究者の結論によると、患者‐医師間の電子通信を安全に行う必要があることは認知され

ているものの、患者がEHRにアクセスする際の全体的な可用性を損ねるおそれのある、個人情報保護

による障壁が存在することが示された。従って、患者と電子医療制度との相互作用を向上するためには

二重のアプローチが必要である。まず、患者はセキュリティ問題について、より多くの情報を受け取る必

要があり、同時にユーザインターフェースを向上して患者が自己のカルテにアクセスしやすくしなければ

ならない。

◎実施経験から得た見識

データセキュリティおよびその他の法的問題が、医療技術の採用を非常に困難なものにしている。それ

らの問題がEHRの普及を阻害しうる障壁を作り出している。Te@mwork2007の策定を阻むこのような問題

には、実際は経済的、法的、組織的な問題がある。

ノルウェー全国で、古い紙の記録をスキャンし、電子形式で利用できるようにする作業が行われている

が、古い紙の記録に加えて、実験結果や紹介状など新しい紙の記録もシステムの一部であるため、これ

は単純な仕事ではない。

EMRに含まれる患者固有のデータも、研究者にとっては医学的情報源である。NTNUのコンピュータ情

報科学部は、医師のオフィスにあるEMRの医療情報を半自動的に匿名化する技術、方法を開発した。

これにより、患者の個人情報を侵害することなく、データの保存、検索を確実にできる。政府は2004年に

このレベルのセキュリティを達成し、それ以来、患者の記録における略称の使用、読みやすさ、および

慎重な扱いが求められるデータ要素を重視してきた。

世界各国で技術の利用を計画するにつれて、技術導入を阻む潜在的な障壁は、保健および社会部門

の官僚体質であることが明らかにされてきた。これに加えて、法規制が技術導入に追いついておらず、

技術的な解決で必ずしも組織変革をもたらすことはできない。

高齢化の波に押されて医療提供システムへの予算配分移行に対する要求がこれまでにない高まりを見

せる中、ノルウェー国内におけるEHRの予算、資金は逼迫しつつある。

最後に、共通規格の不足は、状況改善への努力が続けられているにも関わらず、依然として医療IT分

野における悩みの種となっている。

【次のステップ】 

ノルウェーのEHR/PHR/HIEプログラムにおいて、患者がReseptformidler（処方薬業者）に登録された処

方箋を閲覧できる患者向けのインターネットサイト導入を近代化省が計画中である。その他の電子処方

箋プログラムの主な目標は、処方連鎖の質の向上、誤処方および重複率の低減、および処方薬の可用

性向上などである。電子処方箋プログラムも、薬局が処方箋の払い戻しを受けるために必要な電子文

書をNAV（ノルウェー労働福祉局）に提供している。

ノルウェーは、電子医療情報の安全な通信にこれからも注力し続ける。

最終的には、相互運用性の発展、メッセージングの円滑化を続け、セキュリティを目指したPKIの使用を

幅広く促進する。

最後に、国の人口の高齢化が進むに従い、政府は在宅介護の提供に注力し、EHRインフラを在宅介護
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部門へ展開する道程を模索していくことが予想される。
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アジア太平洋 

インド

【医療システムの概要】

こんな風景を思い描いていただきたい。ニューデリーのある世界でも一流の病院で、一人の循環器外

科医が世界最新の遠隔ロボット手術システムを使用して内視鏡心臓手術を行っている。そこから40 km

も離れていない場所では、伝統的な（無資格で未熟な）助産師がスラム街のある家で出産の世話をして

いる。

こうした事例は、インド国内における医療サービスを取り巻く無数の深刻な現実を反映している。約11億

3,000万1の人口を擁する世界最大の民主国家では、医療の姿も多様である。医療に関して言えば、プ

ライスウォーターハウスクーパーズは、2つのインドがあるという。一方では中流のインド人と医療目的の

観光客に高品質の医療を提供し、他方では（人口の大多数はこちらの住民である）安全で品質の高い

医療が少ししか、または全く受けられない。

インドでは医療ツーリズムが爆発的流行を見せている。インドの民間医療部門には、海外からの患者流

入が続いており、「企業」病院が世界でも一流の医療を、世界の他の地域に比べて10～15倍安価に提

供している。2 

しかし、それ以外の場所では、歴史的に貧しい公的医療インフラに苦しみ、急増するHIV-AIDS患者

や、他の慢性、変性疾患など、深刻な医療問題に頭を痛めている。

インド国内の医療は、保健家族福祉省が同省に属する3つの局、すなわち保健局、家族福祉局、およ

びAYUSH（アーユルベーダユナニ、シッダおよびホメオパシー）局を通じて管理している。医療サービス

は公共（州および連邦）部門、および有料の民間部門の両方を通じて提供される。

インドの医療インフラ構成は以下の通りである。2 
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・ 病院：15,000+ 軒（うち3分の2は公営）

・ 病床：875,000床（うち40％は私営）

・ 医師：500,000名（年間18,000名の新人医師が医療システムに加入）

・ 看護師：737,000名 

・ 医科大学：170校 

・ 一次医療機関：23,000箇所

・ 補助的機関：132,000箇所

インド国内の主要企業病院数および病床数は以下の通り： 

・ アポロ：病院数40、約6,000床

・ フォルティス ヘルスケア：病院数12、約1,900床

・ マックス ヘルスケア：病院数7、約800床

・ ウォックハート病院：病院数10、約1,500床

・ マニパル病院：病院数5、約1,000床

民間部門が医療費の約80％を占めている。残る20％のうち、4分の3余りが州政府から資金を受けてい

る。3、4今日、インドの医療部門は約340億ドル、同国GDPの6％を占めると評価されている。5 

現在、医療ツーリズムと医療保険の両市場が、インド医療部門における重要な成長領域である。インド

産業連合とマッキンゼーは、共同研究（2006年に実施）の中で、インドの医療ツーリズム部門の市場規

模を年間3億5,000万ドルと見積もった。18万人を超える観光客が毎年インドの医療施設で治療を受け、

その数は毎年25～30％の成長を続けている。5その結果、政府は同部門の成長を促進するため様々な

刺激策を推奨している。

最近、インドの医療部門が自由化され、民間の医療保険市場が成長した。この市場は、2010年までに

57億5,000万ドルに成長すると見られているが、これまでのところ成長は緩慢である。2001年、19を超え

るインドの保険会社が、国際的な保険会社と共同で運営している。62005年までに民間医療保険に加入

している人口の割合は、1％に満たなかった。5

プライスウォーターハウスクーパーズによると、インドの医療部門は悲観的にも楽観的にも観ることができ

る。医療部門を楽観視している企業にとっては、可能性は大きいが目前の課題も相当である。

そうした課題には、脆弱で不十分なインフラ、必要とする全員に医療保険を提供できないこと、訓練され

た医療スタッフおよび救急スタッフを利用できないこと、非効率な運営に悩む公共医療機関の、地理的

利用度が限られていること、などが含まれる。7

【国のEHRプログラム】 

◎国のIT/ICTの現状および戦略

2000年5月に情報技術法が可決され、10月に施行された。同法は、電子商取引、デジタル署名の作成

および使用、取引、契約および電子的記録の導入を取り扱う法律である。

この法律は、電子商取引の模範法（UNCITRAL）の影響を受けている。

インドは「IT超大国」「BPO目的地」としての国際的な地位を徐々に築きつつある。同国のITおよびアウト

ソーシング部門では、2005年の年間売り上げが220億ドルに達し、70万人を超える労働者を雇用した。

この部門の国際的価値は、2010年までに1,100億ドルまで増加し、230万人を雇用すると予測されてい

る。8 

インドにおけるIT導入は、インフラおよび財政援助に対する公共政策が積極的に変化しつつあることと

合致した。ITは、以下の諸現象の結果として、国内でのパソコンおよびインターネットの普及率が高まっ

たことによって、さらに発展を続けている。9

・ 電話インフラの発展：1995年、インドは主要な稼動電話回線数（1,200万本）で、世界14位にランクされ

た。2001年には、電話回線数3,500本で7位に食い込んだ。2003年には、4,900万本が稼動していた。
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・ 電話サービス価格の安定化：2000年、民間部門の固定電話サービスプロバイダはほとんどなかった。

国有のバーラト サンチャー ニガム社（BSNL）が2000年まで独占を謳歌し、ヴィデシュ サンチャー ニガ

ム社（VSNL）が2002年まで独占状態であった。今日では、タタ社、バールティ テレベンチャーズ社、リラ

イアンス テレコム社などの民営電話会社が参入している。民間部門が成長した結果、国内、国際通信

サービスの両方に対する通信税が大幅に下落した。

・ 通信密度の向上：インフラの可用性が高まって、通信サービスのコストが下がり、パソコンをより手頃な

価格で入手できるようになった結果、市民1人当たりの固定電話回線数（通信密度）が2000年の2.5％か

ら2005年には9％に増加した。PC普及率は、2000年の1,000人当たり4.3人から、2004年の1,000人当た

り14人に増加した。

・ インドのブロードバンド政策：2004年に明らかにされたのだが、インドにおける高速ブロードバンド イン

ターネット アクセスの導入ペースは遅れていた。2006年末の時点でのブロードバンド加入者数はわず

か210万人で、普及率は0.2％に満たなかった。通信省が策定したブロードバンド政策は、2005年までに

ブロードバンド加入者数が300万、2007年には900万、2010年には2,000万に達するという事態に対応し

て必要となったものである。優先的に提供されるサービスは、DSL（デジタル加入者線）によるブロードバ

ンドサービスである。インターネット サービスプロバイダ（ISP）は、一般に光ファイバーを使用する。約80

万kmのファイバーケーブルが敷設されている。10 

1997年、インド政府は「遠隔医療技術の発展」プロジェクトを開始する際、自らを発展途上国における医

療IT導入の先駆者と位置づけた。11政府の医療IT政策の主要な担い手は通信IT省の情報技術局およ

び宇宙局であった。両局によるIT振興の一環として、インドの公立病院にITを導入する試みには保健家

族福祉省も協力した。

2002年、情報技術局は、遠隔医療の導入に向けたデジタル情報標準化委員会を設立した。その結果

「インド国内における遠隔医療業務の推奨ガイドラインおよび規格」が策定された。12同ガイドラインは遠

隔医療プログラムの導入に必要なステップおよび同プログラムの重要性を明らかにした。

また、遠隔医療の定義にとどまらず、セキュリティ面および遠隔医療プロセスのガイドラインなど、ハード

ウェア、ソフトウェアおよび医療機器の規格も提唱した。

通信省のIT局は、主として医療情報を記録、転送、発信するサービスプロバイダおよび消費者のニーズ

に応じるために、全国に通用する標準的医療ISが必要であることを認識していた。この目的で、同局は

医療用情報技術（ITIH）の基盤となる別の構想を制定した。2003年、同局は「インド国内における医療

向けの情報技術インフラの枠組み」13を発行した。この枠組みは「情報によって医療内容が決まる」「医

療はIT活用の恩恵を受けられる主要領域の1つ」という考え方を中心としたもので、以下を網羅する。

・ 課金形式

・ 医療規格

・ データ要素

・ 最小データセット

・ 医療ID 

・ メッセージング規格

・ 教育の枠組み 

・ 法的な枠組み

 

2006年、保健家族福祉省は遠隔医療国家特別委員会を発足した。この特別委員会では、遠隔医療規

格のサブグループが国家EMR向けガイドライン策定の作業を行っている。これらのガイドラインは、政府

による最終承認の過程にある。HITの改革および政府による支援にも関わらず、ガイドライン導入、規格

および枠組みに関する勧告書は、まだ強制力を持たない。
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【EHRガバナンス】

◎法律／規制

規格導入には法律／規制による要求事項がないため、様々な病院で導入されても相互運用も転送もで

きない。

ベンダー各社は相互運用可能なシステムを目指していると訴えるが、数軒の病院は、全国的に安定的

で相互運用可能な枠組みが現われるまで、EHRへの投資を拒否し、その代わりに、一般向けのオフィス 

オートメーション ツールと双方向インターフェース接続が可能な、課金および在庫管理システムに対し

てより少額の投資を行っている。

◎医療政策

多くの病院が、電子カルテをローカルで維持管理している。しかし、捕捉されるデータ範囲は、基本的

な人口統計情報、登録および課金に限られている。臨床データを保存しているより規模が大きな病院

は、処置、指示内容および検査報告書などの情報が含まれた退院概要を電子的に保存している。シス

テムには詳細な報告書および臨床的解釈も電子的に保存する能力があるが、多くの病院はそれを利用

しない。その結果、臨床的な追跡調査は極めて限られているか、実行不能である。産業アナリストは、イ

ンド国内の病院の目標は、EHRの一般概念を採用することにより重きを置いており、EHRの全能力を活

用していないと感じている。

	

【導入・ 採用‐国家（公共部門）】

インドの医療政策の策定者は、ITが医療の提供範囲、品質および安全性の向上において果たしうる役

割を認識しており、公立病院に遠隔医療センターを設立することによって、そうした向上のプロセスを開

始することを決めた。遠隔医療および電子医療で公立病院にITを採用するという発想は、インフラおよ

び人的資源の配置不平等、および不足という問題に対してこれらのアプリケーションが持つ可能性にも

基づいている。従って、このような連携方法によって、インド国内の僻地にある小規模病院と、二次、三

次レベルの病院が接続されることになる。現在、インドには500を超える遠隔医療ノードがあるが、その

過半数が公共部門にある。14これらのノードの多くが応用電算機開発センター（C-DAC）およびインド宇

宙研究機構など、医療IT向けに衛生による通信チャネルを提供する公営の政府企業により開発された

システムを利用している。

EHRの採用は連邦から義務付けられていないので、公立病院はEHRの採用が遅かった。公立病院に

初めてEHRが採用されたのは、1990年代末ごろであったが、システムを導入した病院はほとんどなかっ

た。ほとんどのEHR導入は、大規模な専門病院で自主的に行われている。

保健省は、EHR採用に対する政府の無策に注意を向けつつある。ドメインの開発速度に基づくと、公立

の医療部門は、間もなく、ITのすばやく広範囲な採用が義務化されることになるものと思われる。

【導入・ 採用―国家（民間部門）】

医療制度へのIT導入は、インド経済における他部門の場合と比べると惨めな状態である。インドの医療

IT市場の規模は、約1億ドルである15が、病院ITに対する支出合計は運営予算の1％にも満たず、年間

収入の1～2％であり15、支出の大部分がハードウェアに費やされている。

公共部門におけるEHR採用が遅々としているのとは対照的に、私立病院は採用に積極的である。公立

病院がシステムの一部しか使用しないのとは異なり、私立病院では採用したシステムを使ってすべての

関連患者データを捕捉する。私立病院は、データを保管所で管理し、普遍的で相互運用可能なEHRの

構築を政府に義務付けられた場合に、すぐに使用できる状態にしている。

私立の医療部門で導入されている重要なITアプリケーションには、病院IS、PACSおよび遠隔医療プロ

グラムなどがある。これまでのところ、臨床情報を患者の人口統計記録、財務記録と完全に統合する

EHRの事例はなく、EHRは、主としてデータの保存、検索に使用されている。EHRを使用した報告作
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成、モデリングおよび臨床上の意思決定は、まだ優先的に行われていない。

民間部門における各種病院でのEHR導入は、以下のように分類される。

・ 小規模病院（病床数100以下）：

- ITアプリケーションは、実質上存在しない。一部の病院ではコンピュータおよびカスタマイズされた簡

単なISを使用して管理業務（公式文書作成、課金および在庫管理など）を行っているが、臨床情報の処

理には使用されていない。

・ 中規模病院（病床数100～500）：

- この階層は、IT採用の伸び率が最も高いが、課金、登録、薬局、その他の基本モジュールに、未だに

コストが低い類似HISを主に導入している。

・ 総合専門病院（病床数500超）：

- 総合専門病院ではすでにHIS導入が行われている。未導入の病院があっても、導入に向けた作業が

進行中である。

・ 極めて高度の専門病院：

- 一部の、極めて高度の専門病院は、バイタルサインや臨床画像（放射線画像および分析画像）などの

臨床情報を提供する機能を持つ専用のEMRシステムを求めている。

地方のITベンダーが、インド国内におけるEMRソリューションの要求事項のほとんどを満たすことができ

る。従って、サーナー社、エクリプス社など、大手国際的ベンダーはまだ市場に参入していない。

医療分野におけるITベンダーには以下の各社がある：

・ HIS：ケアワーク、C-DAC、IBAヘルス、SRIT、TCS、ウィプロ

・ PACS：Agfa、GE、シーメンス、SRIT、Vepro AG、21世紀医療マネジメントソリューションズ社 

・ 遠隔医療：C-DAC、プログノシス、SRIT、テレバイタル

・ ITアプリケーション：マイクロソフト、エムファシス、SRIT、サティヤム、SAP、TCS、ウィプロ 

現在、インドの医療におけるIT採用率は、わずか5％と予測されている。16また、インドの医療におけるIT

への投資額は、2010年までに5億米ドルに達すると予測されている。15民間部門の大規模病院のほとん

どが、すでに遠隔医療および移動医療を利用し、インドの地方在住の患者に医療を提供する際の差別

化戦略としている。これは、心臓学および腫瘍学など、専門的な治療に特に当てはまる。電子的なアウ

トリーチプログラムで、地方在住の患者に対するIT啓蒙の機会が得られるだけでなく、関わる病院のブラ

ンド化を推進できる。私立病院は、こうした地域における保健促進、疾病管理を向上するための教育プ

ログラムにも、時間と資金を費やしている。

【次のステップ】 

他の国とは異なり、インドのHITについては公共部門が民間部門に遅れている。民間部門の総合専門

病院ではHIS/EMRの導入例が多数あるが、公的システムは、未だにHIS/EMR導入の準備が整ってい

ない。インド国内の医療IT市場は、年間複合成長率18％と見込まれているが、インド国内の採用率はき

わめて低い。17採用には実際に多くの障壁があり、問題や拘束の数々は、インドの人口および環境に固

有のものである。

 

これまでのところ、電子カルテは当初、患者の治療管理に有効とされてきた。しかし、システム機能は向

上する必要がある。18一部の病院のITシステムは、最新のITアプリケーションを紹介するため、または飾

り的な機能として使用されている。不幸なことに、そうした使用は、医療の質や安全性を十分に高めるこ

とを目的としていない。

インドの医療IT部門は、以下を含む重要課題に直面している。17、19

・ 認知の欠如

- インド国内の多くの病院が未だにHIS導入の重要性を理解しておらず、政府も、そうした病院からITが

61



効率化の推進力となることについての理解を得られていない。

・ 政策の欠如

- EHR採用を命じる明確で組織的な政府政策がない。

・ 政府からの資金援助が最小限に抑えられている

- 中央政府によるHITの資金援助はほぼ皆無に等しく、そのせいで政府医療機関へのHIT採用が行わ

れておらず、訓練を受けた医療情報学の専門家もいない。品質の高い地方医療、教育の欠如など、切

迫した問題が、政府支出および投資において優先されてきた。

- 地方レベルでは、政府および地方自治体が医療に多額の費用を吸い取られている。中央政府と同

様、医療ITを、投資ではなく出費と考えている。

・ コンピュータリテラシーおよびITによる意思決定の欠如

- 臨床医、公務員の間で、さらにかなりの程度で、民間のプロバイダコミュニティにおいてもコンピュータ

リテラシーが低く、そのことが、IT採用に対する別の大きな問題を呈している。大多数の場合、病院ITの

要求事項を評価する役人は、技術的な背景をほとんどまたは全く持たない管理者なのである。

・ インフラおよび強調の欠如

- 医療ITをサポートするインフラ、および公共部門と民間部門間の強調が欠如している。

・ レガシーシステム

- ごくわずかな民営の大病院を除き、ほとんどの患者カルテは紙によるものであり、従って、電子形式に

変換することが困難である。

・ 規格化および相互運用性の欠如

- ほとんどの地方HITシステムは、情報交換の規格を遵守していない。さらに、システムに行われてきた

カスタマイズが原因となって、ますます問題は複雑化している。これに加え、患者や一部の医療従事者

が複数の現地言語を使用するため、相互運用性が欠如している。

・ プライバシーの問題

- インド最高裁は、患者の機密保持や医療情報に対する特定のプライバシー権に、これまで取り組んで

こなかった。

均一で相互運用可能な全国EHRシステムの導入について、インドは強い必要性を感じたこともなく、導

入推進に取り組んだこともない。また、そのようなシステムから最も大きなメリットを得る主要関係者は誰

か、明確に定義したこともない。一般的に、インドの医療業界が、最善のEHR規格を作り出すシステムを

設計できる段階まで十分成熟していない。

【今後】

医療保険は、全国HITシステム採用にとり最大の動機のひとつになると予測されている。一旦、保険加

入が本格化すると、地方と国の電子通信に対する需要は、明確となるだろう。

これに加えて、ISOおよび国際合同委員会（JCI）による国際認定が、医療目的の観光客から求められて

おり、こうした要求が、拡大する医療ツーリズム市場の刺激に必要な、規格や相互運用性の採用を推進

するものと予想される。しかし今日までのところ、認定を受けた病院（JCI SOPs）はわずか5軒である。

 

インド国内のEHR/HIS導入を推進する最も大きな要因として、企業医療、医療ツーリズムおよび医療保

険業界の成長などが挙げられる。

62



ニュージーランド

【医療システムの概要】

ニュージーランドとその大きい隣国オーストラリアは、イングランドに見られる共通医療の集中モデルによ

る医療システムを開発した。これは、中央政府から財源を得ている公共の医療システムとはるかに少数

の民間医療システムである。

公共医療システムは、400万以上のニュージーランドの人口の77％に対してサービスを提供している（出

典　‐　ニュージーランド統計、ニュージーランド人口時計）。ニュージーランド人口の12.5％は、65才以

上で、人口の過半数はヨーロッパ民族（78.5％）、次にマオリ族（14％）、アジア系民族（9％）、太平洋諸

島の民族（6.6％）である。

公共医療の資金は、ニュージーランド保健省により管理されており、ここが地区保健局（DHB）への国内

資金を指示している。ニュージーランドの保健障害法が施行されてから、2001年1月に21のDHBが作ら

れた。地方では、DHBは医療費と各地域内の人口の管理に責任を持っている。地域レベルでは、21の

DHBは4つの地域を代表している。すなわち、ノース、ミッドランド、セントラル、サウスである。

ニュージーランドは、2つの大きい島（北島と南島）で構成されている。ニュージーランド人口の大半

（76％）は北島に住み、約1/3がニュージーランド最大の都市オークランドに住んでいる。南島の人口の

過半数は、カンタベリー地区に住んでいる。ここでは、クライストチャーチが最大の都市である。

すべてのニュージーランド人の50％以上が最も大きい5つのDHB［オークランド（北DHB地域）、ハミルト

ン（ミッドランドDHB地域）、ネーピアヘースチングス（中央DHB地域）、ウェリントン（中央DHB地域）、クラ

イストチャーチ（南DHB地域）］が代表している都市部に住んでいる。

保健省は、国民の健康に対して優先項目を定めており、すべては電子記録を使用することにより導入

することができる。この内容は次の通りである。

1. 喫煙の低減

2. 栄養の改善、肥満の低減、運動の増加

3. 自殺／自殺未遂率の低減

4. 個人および社会でのアルコール、不法ドラッグその他により生じる被害をできるだけ少なくすること

5. ガンの発生および影響の低減

6. 心臓疾患の発生および影響の低減

7. 糖尿病の発生および影響の低減

8. 乳児、家庭医療、予防接種を含めた適切な子供への医療を確保　

ニュージーランド医療情報サービスからの統計によると、2002年には445の病院があり、85が公的資金を

受け、360が民間病院である。病院の総病床数は、23,825床であり、公立病院が12,484床、民間病院が

11,341床である。公立病院で入院患者の退院は、572,232件（平均入院日数は8.3日）で、日帰りの退院

患者（同じ日に入退院する者）は、250,154件であった。

【国のEHRプログラム】 

ニュージーランド医療IT戦略は、単一、集中的な全国規模のEHRシステムを推奨していない。2005年か

ら、DHBは相互接続情報ネットワークを支持する活動をしている。21のDHBすべては、IS（例えば、経理

および／または患者管理システム）、企業サポート（例えば、医療提供者の契約管理）、契約または臨床

データ分析のための共通サービス合意書を締結している。

 

◎医師採用率

ニュージーランドの医師は、EHRを容認している。2005年に発行された研究（Didham R、
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Martin I、Wood R, Harrison Kによるニュージーランドでの一般診療の情報技術システム。N Z Med J 

2004; 117）によると、一般開業医での電子患者管理システム（PMS）の採用率はおよそ90％であった。こ

の高い採用率は、独自の全国医療指標（NHI）番号、医療イントラネット、医療リンクシステムと相まって、

完全な全国EHRシステムの構築をサポートするインフラが作られている。出典：医療およびインフォマ

ティックレビューオンライン

◎データ収集

NHIおよびMWS（医療警告システム）をサポートするため、患者から個人医療データを地域データ収集

戦略により収集する。この情報は、全国ミニマムデータ（NMDS）、全国精神衛生情報（MHINC）、全国予

約報告システム（NBRS）などの各種医療データベースにデータを提供するために使用される。

◎標準化

2004年、医療情報標準化機構（HISO）は、EHRシステムに対して推進されてきた以下の基準の優先順

位をリストアップしている。

・ 民族性

・ 医療提供者リスト

・ LOINC検査コード

・ 一次医療管理システム

・ HL7メッセージ

・ 紹介および退院

・ 電子検査

・ 電子調剤

・ 一次医療実績値および紹介サービスの管理

・ 慢性病管理テンプレート

・ NHIおよび全国からのデータ収集 

・ 確実なブロードバンドとeメールの接続

【アーキテクチャ：全国／地方のEHRアプローチ】

2005年に、ニュージーランド保健省は、全国的で確実なブロードバンドネットワークによりつながる分散

型EHRシステムの開発について医療情報戦略を発表したが、集中システムの作成を求めるものではな

かった。保健省、DHB、一次医療組織はすべてニュージーランド医療ネットワークに加入している。これ

は、医療ネットワークコード使用基準ガイドに準じて作動、接続しているVPNで構成されている。（出典：

http://www.moh.govt.nz）

このEHRシステムは、地域と全国的にそれぞれのレベルで開始し、拡張している。しかし、最も詳細な患

者情報は、地域レベルで残っている。ブロードバンドネットワークは、この情報を取り出し、他の認定ネッ

トワークユーザと共有する。導入してから3年～5年以内に、すべての地域医療提供者は、確実な医療

情報ネットワークに接続される。すべての一次および二次医療提供者は、退院、慢性病の治療管理な

ど主なイベントについて電子的に交流することになる。ニュージーランドの戦略は、医療提供者指標、電

子薬剤および電子検査システムや電子患者紹介システムを求めている。

最近オーストラリアの州がHL7とニュージーランドとオーストラリアに共通のGOSIPプロフィールを採用す

ることを決定したことで、相互接続医療システムの共通経済区域（CER）規格を作成する機会が持てるこ

とになる。このCER規格は、二カ国間でタスマニア海医療交流の基本となるものである。

◎資金

保健省は、主な全国HITシステムについて140万ドル（NZドル）を提供している。これらの地域システム

は、相互接続している全国システムからお互いに通信することができる。
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◎運営

全国的に接続したEHRシステムおよびHIEの導入についてのニュージーランドのアプローチは、以前に

説明した以下の図のカテゴリー#3「サービス指向型」にまとめられている。

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフロー
を管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上
の治療イベントを保持する

全国システムは、NZ GOSIP、IEEE、EDIFACT作業グループ9およびTC 251の協力により開発された規

格により推進されている。例えば、ニュージーランド医療情報システム（NZHIS）によるリアルタイムの更

新と質問は、コード化処理メッセージ用にHL7インターフェース規格でサポートされている。http://

www.moh.govt.nzを参照。このタイプのサービスモデルでは、地方の患者記録が更新されるのと同時に

患者との面接治療中に、処理が地方医療システムからニュージーランド医療情報サービス（NZHIS）へ

移される。各データファイルの内容は、業務規則に対してチェックされ、管理テーブルに保管される。ま

た、このファイルの影響を受ける現在の記録数についても記録される。これには、追加または削除され

た事象、エラーまたは警告メッセージを含む記録、処理時間などのその他の操作情報が含まれている。

診断関連グループ分け（DRG）などの診断コードは、編集中に計算される。編集／エラーモジュール

は、ICD-10-AMとICD-9-CM-Aの診断コードを表わしている。

HL7規格は、ニュージーランドHL7ユーザグループ（NZHUG/HL7）により管理されている。リアルタイム

処理により発生したデータは、このHL7メッセージ規格を使用して連続的に流される。

NZHIシステムでは、確実に個人記録が補足されるよう臨床データはNHI番号をつけて送られる。この内

容は、次の通りである。

・ B型肝炎の検査、ニュージーランドB型肝炎パイロットプロジェクトによる。

・ 検査費用：医療PACが処理する検査から。
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・ 産科および新生児データ：すべての妊娠および新生児登録は、NMDSから収集される。

・ MWS：医療警告システム。次のような患者医療について臨床診断を行う場合に重要となる事前に了解

済みのリスク要因などが含まれる。拒絶反応および重要医療条件を持つ医療警告。患者のカルテがあ

る施設が間違いないかの確認を持つ事象サマリー。ドナーサマリーを持つドナー情報。ICD-9-CM-A

範囲E930-E949を使用する医療ユーザ連絡内容。関連する薬剤と医療条件。ICD-9-CM-A範囲

001-999。

・ 精神衛生情報：精神障害を持つ患者のNHI番号、人口統計、法的状況。

・ 死亡データ：ICD-10-AM第2版とWHO死亡コードガイドラインを使用。

・ 全国予約報告システム：公的資金による治療を待つ患者数、治療を受ける前の待機期間、優先度お

よび予約状況に関する情報。

・ 全国予防接種記録：児童および大人が対象の予防接種、結核ワクチン（BCG）、髄膜炎ワクチンなど

のすべての予防接種。

・ 全国ミニマムデータ：退院時における入院患者および通院患者の臨床コードデータなどの統計情報。

・ 全国非入院患者の収集：日付、設備、行ったサービスなどの外来および緊急科の活動。

・ ガンの登録：http://www.nzhis.govt.nz/collections/collections-guide

◎個人カルテ

ニュージーランドはまだ患者が直接電子記録にアクセスするのを認めるPHR戦略を採用していない。し

かし、患者が記録にインターネットからアクセスできる地方の医療施設がある。このサービスの使用は依

然限定されており、ニュージーランドでは、患者はその記録の法的な所有者と考えられていない。

【EHRガバナンス】

◎法律／規制

ニュージーランド保健省Manatu Hauoraは、医療および障害に関する唯一の機関でアドバイザーであ

る。NZHISは、この省の一部署で、情報を未承認のアクセスから確実に保護している。ニュージーランド

医療および障害登録局は、医療データにアクセスする者はすべての法的プロセスに従うことを求めてい

る。NZHISは、ニュージーランド医療部門のIMおよびIT規格の作成と導入を主導している。その役割

は、規格作成のために関連規格をはっきりさせ、規格が一度決まると、効果的に導入することを保証す

るものである。

ニュージーランド医療および障害登録局も、ニュージーランドで医療および障害の支援サービスを受け

る全員に割り当てられる独自の識別番号であるNHI番号を管理している。このNHIを使用する場合、

NZHISは1993年の個人情報保護法と1994年の医療個人情報法に適合しなければならない。NHIは、ま

た個人患者の治療について決断を下す場合に重要となる事前のリスク要因を医療提供者に警告するよ

う設計されているMWSと関連がある。

NHI番号へのアクセスは、NZHISおよびDHBが認める医療従事者に限定されている。これには、家庭

医、看護師、助産婦、病院専門職などが含まれる。NHI内容の作成または変更は、医療個人情報法で

認められた者にさらに限定されている。

すべての病院は、1956年の医療法セクション22、1957年の病院法セクション139A、1993年のガン登録

法の下で電子的な医療情報を提供するよう求められている。

◎医療政策

NZHISは次のことを義務付けている。

・ 現地システム内に保存されている非常に詳細な医療データが、全国のあらゆるレベルのシステムで利
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用できなければならない。

・ EHRは、地域から地方、全国の団体で分散し、接続、参照できなければならない。ニュージーランドに

は、中央または単一EHRは存在しない。

・ 主な医療事象サマリーから安全で総合的な医療が提供できるように医療情報を共有できるようになら

なければならない。

・ 相互運用性を達成しなければならない。異なるシステムで情報を共有できるような共通の規格と情報

基盤が、EHR構想を成功に導くには重要である。

上記に示した通り、NHIへのアクセスは1993年の個人情報保護法の下で公布された1994年の医療個人

情報法の規制を受ける。相互運用規格は、NZ GOSIP、IEEE、EDIFACT作業グループ9およびTC 251

の構想により作成され、オンライン処理はHL7インターフェース規格によりサポートされている。（http://

www.moh.govt.nzを参照。）

NZHISデータベースシステム内にある情報は、ホストシステムにログオンした認定ユーザによりアクセスさ

れ、維持されている。このホストシステムは、RHA（地方医療機関）およびCHE（クラウンヘルスエンター

プライズ）により運営されている。どちらもDHB内の医療提供について責任を持っている。

保健省は、現在、個人認証およびセキュリティ（PAS）プロジェクトを行っている。更新したNHIインター

フェースがどのように機能し、各外部および内部組織がどのように使用するかについての基準を定める

ものである。一度このPAS基準が発行されると、保健省は、広く使用できる公共インターフェースの作成

を計画する。民間の管理システム作成業者も、PMSソフトウェアにアプリケーションプログラムインター

フェース（API）を折り込むことができる。（http://www.moh.govt.nzを参照。）

【技術】

上記の通り、ニュージーランドEHRアーキテクチャは全国的で確実なブロードバンドネットワークで接続

されている分散型EHRシステムで構成されている。設計では、単一集中型システムはない。全国レベル

のシステムは、NZ GOSIP、IEEE、EDIFACT作業グループ9およびTC 251が作成した規格により推進さ

れており、HL7インターフェース規格は、システム間のコード化処理用に配置されている。

HISOは、民族、医療従事者指標（HPI）、紹介および退院、電子検査、一次医療実績値、紹介サービス

管理、慢性病管理と外来診療（外来患者）データ用の規格を提供する。NHIとサービスを交換する医療

分野には、一般開業医、外来および入院施設（民間と公共）、診療管理モジュール、補助金請求のため

に展開されている電子調剤がある。ほとんどの公共医療施設は、これらの分野で構成されている。

【導入・ 採用】

NHIは、14年間運営されている。1993年にNHIが行ったニュージーランドで最初の登録は、全国マス

ター患者指標であった。1992年から新生児は、全国システムに登録されており、ニュージーランドの人

口の98％は現在NHIに患者記録があるものと予想されている。

【結果】

ニュージーランド全土の81の一次医療粗組織と約3,000の一般開業医は、患者カルテへのアクセスと登

録情報の更新のためにNHIを現在使用している。

◎メリット

乳児および糖尿病登録などの地域構想は、条件を監視し、治療状況を確認し、アドバイスを一般開業

医に送るシステムを発表した。一般開業医は、医療上での完全な自由と裁量を持っているが、この登録

から得られる追加情報により、法令の遵守が改善され有害な事象が軽減された。EHRは、システム内の

隙間に対応する場合にDHBの支援となる有効なツールを提供している。情報を共有し、クエリーを使用
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することで、認証ユーザは適切な場所と時間に適切な医療を提供することができる。

ニュージーランドのEHR導入により、以下のような結果が得られている。

・ 間断のない医療の提供

・ 過失率の低減

・ 複数のソースからの情報の共有

・ 正確で携帯可能な患者カルテ

◎実施経験から得た見識

1985年以来、ニュージーランドのほとんどの一般開業医は電子システムを使用しているが、自分のカル

テに消費者が接触できるようにはなっていない。52％の一次医療EHRの普及率を持つニュージーランド

は、英国の59％に次ぐ率である。オーストラリアは、米国の17％よりも高い25％の普及率を持っている。

（Kerr K.ニュージーランドの電子医療記録。2004年ヘルスケアアンドインフォマティックオンライン。）

ニュージーランドのEHR戦略は、患者カルテと医療画像を統合する地域CDRへの集中を続けている。シ

ステムは段階的に導入されており、慢性病管理、精神衛生、コミュニティ、外来患者、障害患者のシステ

ムがある。

最小データ情報と患者外来サマリーを保存しているNHIに応じて、医療事象サマリーを提供できるよう

地域レポジトリが設定されているところである。1つの例は、一次、コミュニティ、外来および入院患者施

設と共有できる患者退院サマリーである。（ニュージーランドヘルスインフォマティクス - Phi l 

Brimacombe、CIO、EHRセミナーの医療連合、2006年12月）

【次のステップ】

医療提供は、病気の治療から病気の予防、入院患者から外来患者へとシフトしつつあるので、現在の

システムを拡張してこのような変化に対応できるようにする必要がある。このため、新たに全国的なデー

タ収集（例えば、一次、コミュニティ、障害者サポートサービス）をする必要がある。

全国的な収集の場合、一般開業医への外来受診に関する情報はほとんどない。しかし、NMDSで取得

したように、病院への年間1,700の入院に関する追加情報はある。従って、採用は、収集するデータの

範囲に限定されるが、常に全国的なレベルであり、保健省の方針により推進されている。

さらに、ニュージーランドの医療消費者は、現在のシステムでは大きく特徴づけられていない。保健省

は、関係する消費者の重要性を認識しており、完全なPHRの作成に関連するセキュリティの問題につい

て明らかにしている。（ヘルスケアアンドインフォマティックレビューオンライン）
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マレーシア 

【医療システムの概要】

2006年現在、マレーシアの人口は約2,700万である。そのうち約500万人が東部マレーシアに、2,100万

人が マレー半島に住んでいる。年間成長率は2.4％、人口のおよそ3分の1が15歳未満であり、63％が

15～64歳、65歳以上はわずか5％である。民族構成ではマレー民族が人口の半分以上を占め、中華民

族は約24％、インド民族が7％、先住民が11％、その他8％である。

（http://en.wikipedia.org/wiki/Peninsular_Malaysia）

マレーシアの失業率は、労働人口の3％、識字率はほぼ90％である。

マレーシアは、長年に渡って確立されてきた医療サービスの結果、比較的高い医療水準を享受してい

る。HIEシステムをサポートできる大規模病院は、マレーシアには3軒しかなく、すべて首都クアラルン

プールに所在している。すなわちスバン ジャヤ病院、総合病院および、ペナン アドベンティスト病院で

ある。

【国のEHRプログラム】

◎国のIT/ICTの現状および戦略

以下のベンダー各社がマレーシアのHIT導入への参加に同意した。

・ マレーシア医師会（MMA）：MMAは、全国の医師会である。その使命は、医師を代表し、医師職を振

興することである。

・ マレーシア私立病院協会（APHM）：APHMは、私立病院の全国的な協会である。その使命は、私立

病院を代表して、マレーシア医療制度におけるその地位を向上させることである。

・ オープンメニュー プラスSDN BHD社（OMP）：OMPは、医療業界向けのITおよびソフトウェアソリュー

ションに関する専門知識を持つ企業、パートナーの合弁企業体である。

・ ミモス社（MIMOS）：MIMOSは、マイクロエレクトロニクスに特化した情報通信技術の研究開発を行う政

府所有の企業である。

・ マイクロソフト（マレーシア）SDN BHD社：マイクロソフトはOS、サーバーアプリケーション、生産性アプ

リケーションおよびソフトウェア開発ツールなど、マレーシア国内で多様なソフトウェア製品の開発、製

造、ライセンス供与、サポートを行っている。

◎全国／地方のEHRアプローチ

州から資金を得ている現在の計画は、オープンメニュー プラス構想と呼ばれ、HITサービス、機能の入

門レベルを提供するべく設計されている。OMPは、民間部門の病院、クリニック、研究所が、患者、クラ

イアント、パートナーと連携し合うことができる、安定したインフラを導入する予定である。また、継続的な

医療教育、医療施設および医師の登録簿、医薬品情報など、医師へ一般的なリソースも提供する。

OPMモデルは、均等に分散され、地方、都市の医療事情を両方サポートしているかのように見える。医

師はPC、携帯端末、スマートカードまたは電話を経由して、システムにアクセスできるようになる。

スマートカード技術の利用によって、医療提供者および、政府、企業および保険団体などの支払い部

門全体での取引が可能となる。これにより、ユーザ間に信頼関係をもたらすよう設計された、法的拘束

力を持ち、安全で監査可能な通信インフラが得られる。

EHRデータ保存に使用されるインフラは安全性が極めて高いが、患者は自身のカルテの所有権も、自

身の情報に関する特定の権利も持たない。

EHRガバナンス

法律／規制
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全国情報技術基本政策（NITA）は、3つの戦略的要素、すなわち人的資源、インフォストラクチャ、およ

びITベースのアプリケーションを調整、統合する枠組み作りを目指して1996年に設立された。しかしキッ

クバック禁止法も任意紹介禁止法もないという事実により、マレーシアのこの試みは妨げられるおそれが

ある。ビジネスの腐敗が珍しくない社会では、医療専門家が私利私欲に走るのを食い止めようとすると、

公平な情報共有の障害となるおそれがある。

◎医療政策 

1995年8月、医療技術評価（HTA）部が、保健省により設立された。この部署の目的は、医療政策策定

に情報提供をし、技術の採用、展開に健全な科学的根拠を与え、既存技術の継続使用を推進すること

である。保健省は、専門家のグループがHTAの助けを借りてまず技術評価を行い、技術委員会が報告

書を厳しく調査し、次にHTA評議会が勧告内容を決定するという、3層の組織構造を作り出した。

【技術】

マレーシアのHIT構想は、HL7をデータ変換および保存の1次規格としてこれに依拠する。マレーシアの

主要3病院は、同規格を使用する全国HIEネットワークに接続されている。

【導入・ 採用】 

これらマレーシアの3大病院のいずれかで治療を受けた患者はすべて、自動的にこのシステムに登録さ

れる。

【結果】 

HITの導入に関し、患者の結果および医療向上を測定するためにマレーシア政府がどのような計画をし

ているかは不明である。

◎メリット 

HIT導入のメリットを研究するための情報は、マレーシア保健省が現在収集している初期段階である。

同省は、早ければ2008年には経費節減、改善結果について報告する予定である。
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香港 

はじめに

香港には43の公立病院と、12の私立病院があり、683万人の住民と、年間2,500万人の観光客を対象に

医療を提供している。同国は世界でも乳幼児死亡率が最も低く、平均余命が最も長い国と自負してい

る。

香港はGDPの5.5％を医療に費やしている。内訳は57％が公共部門、43％が民間部門である。1公的資

金は、公的政策を担当する11の公的機関の1つである、食物及衛生局（FHB）により管理されている。

FHB内では、衛生部が公衆衛生策を監督し、病院局（HA）が公立病院、政府の外来医院全般を管理し

ている。

HAは、43の公立病院／医療機関、47の専門外来医院、74の一般外来医院を含む、公立医療機関の

すべてを管理するため1990年に組織された。公共部門は合計病床数27,742床、医療スタッフ数29,000

名で、1年間に100万人を超える入院患者、200万人の緊急外来患者、外来受診1,300万人を超える外

来患者に対応している。長期治療の100％、入院および高度医療の93％、一次医療の24％が、HAに民

間部門のバランスが加わることで提供されている。

コンピュータ化された患者記録システム

HAが最初にITインフラを開発したのは1991年のことで、金融、人的資源、患者管理および診療科シス

テムなどが開発された。1994年、臨床医が担当する患者に関して入手できる臨床情報のすべてにアク

セスできるようにする集中型電子カルテシステムである、臨床管理システム（CMS）の開発に着手した。

HAは臨床現場向けCMS開発に集中管理的なアプローチを導入し、その結果、1病院あたりのITコストを

大幅に削減した。また、異なる病院間における相互運用性が、臨床管理システムの開発にあたっての

主要な目的の1つであった。従って香港では、公共部門の160の施設が、同一のCMSを使用している。

同システムには、多忙な診療所の状況を改善するための、使いやすいユーザインターフェースがある。

HA CMSに対するユーザの受容度は極めて高く、日々の医療活動に使用されている。

電子カルテ（ePR）が初めて開発されたのは2000年、開発には統一型の情報モデルが使用された。3HA

全体から収集した臨床データがすべて保存されている標準化リポジトリを提供し、患者の生涯カルテの

記録全体が縦方向にリストされた、臨床医にとって見やすい表示が行われる。さらに、ePRは臨床判断

支援の情報源、そして監査、研究、報告の豊富な情報源としても機能する。ePRは、総合的な情報を網

羅しており、患者の症状、通院、診断、処置、退院概要、アレルギーおよび警告、医薬品全般、検体検

査および放射線検査の結果、看護および関連する健康情報、書類、書簡、専門家による臨床データな

どの詳細が含まれている。近年では、放射線画像も、ePRの一部としてHA全体で入手可能となってお

り、患者はHA外部の臨床医とカルテを共有する選択もできる。2007年現在、800万のカルテがEPRに保

管されている。

病院および診療所の数 164 CMSトランザクション 300万件／日

通院 1,500万件 ePRトランザクション 590,000件／日

入院患者受付 100万件超 レントゲン画像 3,200万枚

患者カルテ数 800万件 検査項目数

処方項目数

8億

3億4,000万 

CMSとEPRは、HA施設全体で、救急、入院、外来および院外医療など、すべての状況について統合さ

れている。CMSとEPRは、香港にとって不可欠の臨床、管理ツールであり、共同して1日あたり、300万件
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を超える臨床トランザクションを処理している。

民間医療部門のコンピュータ化開発は、公共部門よりも遅れている。12軒の私立病院のほとんどに、財

務、管理システムがあるが、CPOEや臨床書類の作成はまだ揺籃期にある。外来部門では、5,000ある

一般開業医のうち電子カルテシステムを使用しているのはわずか20％である。

【EHRプログラムの概要】

◎ガバナンス 

近年、いくつかの政府文書や報告書の中で、公共および民間部門において、様々な医療状況間で患

者カルテを（患者の同意を得て）自由に流用しあう必要性が強調された。この目的を達成するために、

食物及衛生局は、電子カルテ共有に関する運営委員会を設立した。民間、公共の両医療部門を代表

する関係者が本委員会を構成しており、共通の目標は、領域全体の情報システム開発に向けた合意を

醸成し、ノウハウを集めることである。代わりに、これによって、医療システム全体で患者の記録全体を共

有できるようになる。それまでは、公共部門のガバナンスはHAによって推進される。

HAは、正式な臨床ITガバナンスの機構および過程を策定し、4そこで、公立病院、および全診療科から

の120名を超える医師が、臨床システムの設計、開発および導入に携わっている。このように、臨床医に

よる関与、所有を重視することで、高い利用率を達成し、実際的な臨床上、ビジネス上のメリットを生み

出すことができた。さらに、スコーピングと優先順位付けを管理した強いポートフォリオマネジメントが、極

めて費用効果の高いプログラムをもたらした。現在までに、HAはこの臨床情報科学ポートフォリオの開

発、導入に2憶米ドルを投入している。今後の開発のため、HAは電子医療のメリットを民間部門に普及

するCMSプログラムの第3フェーズである「臨床システム戦略2007-2012」を策定した。

◎政策および法律上の要求事項

患者の個人情報保護 

香港は、個人情報保護条例により、患者の個人情報保護権に取り組んでいる。この規制は、患者デー

タの収集、保持、処理または利用を管理する全員（データユーザ）に適用される。

個人情報保護条例に加え、香港医師会も、患者情報の取り扱いを含む専門職務行動規範を通じて医

師を規制している。

◎データ共有

EHRを通じた情報共有については、下記の通り6つの指針原則が提案された。

1. 記録の共有は抗いがたいものでなければならないが、法的に強制されるものであってはならない。

2. 情報共有を行いやすくする企業制度構造を開発しなければならない。

3. 情報共有のプロセスを継続するための自立した事業運営モデルを開発しなければならない。

4. 個人情報保護およびセキュリティを常に維持しなければならない。

5. 開かれた技術規格を採用しなければならない。

6. システムの採用を推進し、経時的な導入を容易にするため、「ブロック積立」方式を採用しなければな

らない。

【技術、採用および結果：PPI-ePR共有】

PPI-ePR共有プロジェクトは、公共および民間医療部門間におけるカルテ共有の実現可能性を探る初

の大規模な試験として、2006年に策定された。患者の同意を得た後、カルテはインターネットポータル

経由で加盟医師に共有された。患者にPIN（個人識別番号）が割り当てられ、そのePR記録が抽出、暗

号化され、安全なPPI-ePRデータベースに記録された。
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PPI-ePR概略図

このプロジェクトに参加する民間部門の医師にも、PINと、6桁の数字が1分ごとに更新されるセキュリティ

トークンが与えられる。医師は自分のPINおよびトークン番号を、患者の香港ID番号およびPINと組み合

わせて使用することで、患者の記録にアクセスする。認証に成功すると、PPI-ePRが患者の記録をSSL-

VPNで保護されたインターネットブラウザ上に表示する。その他のセキュリティ策として、SMSメッセージ

を患者の携帯電話に送り、自分のカルテに医師がアクセスしたことを知らせる。

2007年10月現在、15,000名を超える患者、800名の医師、および病床数合計600の私立病院が、プロ

ジェクトに加入している。

【次のステップ】

香港に全国EHRシステムを設立するにあたっての重要課題を管理するため、以下の通り3つのワークグ

ループが結成された。

1. 制度調整に関するワークグループ

2. 法的、個人情報保護、セキュリティ問題に関するワークグループ

3. 電子カルテおよび情報規格に関するワークグループ

　 3つのグループからの推奨事項が、今後の香港におけるEHR開発の合意形成の基盤となる。一方で、

PPI-EPRプロジェクトは、今後より幅広い民間医療現場へ拡大し、選ばれた医師グループと双方向の情

報共有を試験的に行う予定である。
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シンガポール

【医療システムの概要】

シンガポールは、2005年現在人口が448万の東南アジアでは最も小さい国である。シンガポールは、世

界で4番目に人口密度が高い国で、2000年の年間成長率は2.8％であった。人口の大半は、中国人

で、マレー人とインド人が少数民族として存在する。大乗仏教がシンガポールでは第一の宗教と考えら

れているが、人口の大半は信仰していない。シンガポール人の大多数はイスラム教を信仰している。シ

ンガポールには、4つの公用語があるが、国民の言語はマレー語で、英語は広い地域で話されている。

1965年に独立してから、シンガポールはアジアでは最も豊かな国の一つに発展を遂げている。人以外

にはほとんど天然資源を持たない小国においては、これは驚くばかりの業績である。同様に驚くのは、

シンガポールは、費用対効果と地域医療における成果の両方の点で、世界で最もすぐれた医療制度の

一つを持つことで通常知られている。また、この国がHITを使用し始めたばかりであるという事実を考え

ても、これは非常に注目に値することである。

【国のEHRプログラム】

◎国のIT/ICTの現状および戦略

シンガポールの効率の良い医療制度への鍵となるのは、個人が自身の医療について財政的な責任を

持っているということである。結果として、医療制度は主に個人により財源がまかなわれている。

シンガポールは、より良い医療のため、患者ISの使用を始めたばかりである。その利用は限定されてい

るが、保健省が医療技術の新しいプログラムを始めるのに応じてITが増えることが期待されている。さら

に、シンガポールはワイヤレスおよびブロードバンドサービスへ簡単にアクセスできるしっかりした相互

接続社会となっているため、医療ITの採用により患者ISが一定量で増えることが期待されている。

◎全国／地方のEHRアプローチ

公共部門では、シンガポールは、スマートカード技術により患者に対して認証サービスを直接提供し、

HL7規格を使用している。患者の医療データは、シンガポール健康科学機関（HAS）が所有している

が、患者はその使用をある程度管理することができる。

ほとんどの医療技術は、民間部門から発生しているため、利潤追求型の医療機関ヘルスオンラインなど

の企業は、最新の構成と配信による医療サービスを提供している。ヘルスオンラインは、患者と医療提

供者の間でのビデオ会議、会社が主催する患者と医師によるカルテの閲覧、専門的な教育フォーラム

を提供している。

医療提供者は、EMRの採用を始めたばかりである。普及のペースが緩慢なのは、EMRシステムが非常

に高価であるため、レガシーシステムへリンクすることやそこから情報を引き出すことが難しいため、医師

の要求条件を満足するデータ入力装置が限られていることによるものである。

【EHRガバナンス】

◎法律／規制

シンガポールでは、公共部門と民間部門の両方が、医療サービスを提供している。1999年、すべての

公的医療提供者間での統合、協力、共同作業を促進するため、公的医療は2つの縦に構成されたネッ

トワークに再編された。このネットワークは、全国医療グループ（NHG）とシンガポール医療サービス

（SingHealth）として知られている。

民間部門では、パークウェイグループとラッフルズ医療グループがシンガポールの二大民間医療提供
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者である。

◎医療政策

HASはEHRに関する、政府、法的、規制機関であり、公的医療機関および民間医療機関の両方に対し

て絶対的な支配権を持っている。国内の薬剤、生物医学技術、医療装置、放射線機器、血液および血

液製剤、その他の医療関連製品の品質、安全性、有効性について責任を持っている。さらに、国家血

液銀行を運営し、医療機関にコンサルティングサービスを提供し、法医学、食品安全性、労働衛生、環

境規制などの重要な政府機能について科学的な調査および分析サポートを行う政府組織である。

【導入・ 採用】

NHGは、コードネームがProject Nauticusの全国電子患者医療システムを作るために、財務、材料およ

び患者管理におけるプロセスで大きい主導権を発揮している。Nauticusでは、グループ内のすべての

医療機関において、途切れなく統合された患者医療システムによる相互運用が可能となっている。

2003年に、NUHはすべての区においてワイヤレスアクセスを設置したシンガポールでは最初の病院と

なった。現在、NHGとSingHealth両社は、会員となっている病院間でのEMR情報をワイヤレスで共有で

きることを強調している。

NHGは、現在、NUHとアレクサンドラ病院での患者、スタッフ、医師の動向を追跡する無線識別（RFID）

タグを使用している。また、NHGはSoarian（シーメンスメディカルソリューション）と呼ばれる次世代の医

療ITソリューションもすべての会員病院に実施している。このシステムは、患者医療に、財務、医療、管

理、診断プロセスを途切れることなく統合するものである。SingHealthは、グループ内の会員病院すべて

に患者情報を単一かつ総合的に閲覧できる合同ITシステムを導入している。

パークウェイ医療グループは、3つの病院（Gleneagles、Mount Elizabeth、East Shore）と医療を電子的

に接続することを計画している。

【結果】

他の東南アジアと比較して、シンガポールは非常に高い患者満足度を達成しており、現在は、医療結

果についての情報を収集している。

◎メリット

医療においてITを使用することで、国の疾病管理について大きな成功をもたらした。特に、最近流行し

たSARSへの対応である。
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中東

イスラエル

【医療システムの概要】

イスラエルの位置は、中東の地中海東岸沿いにあり、レバノン、シリア、ヨルダン、エジプトと国境を接し

ている。3つの大陸、すなわちヨーロッパ、アジア、アフリカの接点にあり、長さは約290マイル（470km）、

幅は最も広いところで85マイル（135km）である。

イスラエルは移民の国である。1948年にイスラエルが独立国となって以来、イスラエルの人口は5倍に増

加し、現在約710万の人口を抱えている。主要都市は、首都のエルサレム（人口は729,100人）、テルア

ビブヤフォ（人口は382,500人）、ハイファ（人口は267,000）、ベールシェバ（人口は185,300人）である。

1995年1月から、全国健康保険法が施行されており、標準的な医療サービスを対象としている。この対

象には、イスラエル全住民の入院も含まれる。すべての医療サービスは、国の4つの医療組織により提

供されている。

女性の平均寿命は、82.2才で、男性は78.5才である。乳児死亡率は、新生児1,000人に4人である。患

者に対する医師の割合および専門職の数は、ほとんどの先進国と比較しても遜色はない。

図1　イスラエルの地図

【医療人口統計】

イスラエルには、開業医の他に、32,000名の医師、9,000名の歯科医、6,000名の薬剤師が病院および
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地域の個人病院のスタッフとして職務を遂行している。全国の51,000名の看護師の内約68％が正看護

師（RN）であり、残りは准看護師である。

イスラエルには、356の病院がある。ほとんどは、一般医療を提供しているが、精神病院、老人介護やリ

ハビリを行う専門病院もある。クラリット健康サービス基金は、14の病院を持っている。

すべての救急処置病院では、入院患者の平均滞在日数は4.1日で、すべての病院を合わせると10.8日

となる。

【国のEHRプログラム】

◎国のIT/ICTの現状および戦略

イスラエルの国家HITは、発展を続け、革新的かつ最新の医療データ交換方法を採用している。これ

は、「仮想一次共有」という独自のコンセプトに基づくもので、複数の医療提供者と医療組織が論理的に

接続することにより患者中心の情報の仮想保管場所を作りだしている。データは、中央で保存されな

い。そのため、すべての情報は、元の書式、場所、システム、所有者のままとなっている。要望に応じ

て、システム内のどこからでも関連情報をすぐに組み合わせ、医療現場に届けることができる。イスラエ

ル人口の半数以上を対象としているこのシステムは、自発的な民間／公共協力関係（dbMOTIONおよ

びCLALIT HMO）から正式な国の組織へと現在変化しつつある。中央政府がこのプロセスを受け継い

でいる現在、HITの潜在力を十分に発揮するにはリーダーシップが重要となる。イスラエルの医療システ

ムにおけるすべてのパートナーおよび投資家は、お互いに連携をとっており、すべては共通の目標を

持っている。すなわち確実で、非公開の秘密が保たれるHIEネットワークである。

  

◎全国／地方のEHRアプローチ

・ 病院

ほとんどの一般病院の医療は、政府とKupat Holim Clalit（一般医療基金）により提供されている。保健

省では、9つの国立病院と2つの公立病院を運営し、Kupat Holim Clalitは、8つの病院を所有している。

他に10の公立病院と9つの小規模な私立病院がある。長椅子ベッドを除き、人口1,000人あたり2.69の一

般医療ベッドがある。

イスラエルのほとんどの病院では、EMRシステムを使用している。各種異なるシステムが使用されてお

り、ほとんどの病院は複数のシステムを使用している。病院での採用率は高いが、システムの互換性は

ない。従って、病院間および病院部門内のデータ交換がないため、電子カルテの価値が薄れている。

これは、検査機関および放射線医療の結果などのデータをお互いにシステムが提供できる病院ネット

ワークの形成を妨げるものとなっている。

・ 在宅医療

在宅医療サービスは、2つに分類される。長期医療およびリハビリと個人の介護である。1988年4月に、

介護保険法により在宅医療を受ける資格のある患者は、全国保険機構から介護手当を受けられるよう

にすることが義務付けられた。ただし次の2つの例外を除くものである。1）1988年4月以前に介護を受け

ていたが、介護保険法の資格を満たさない障害者および2）介護保険法による資格を満たす年齢以下

の子供に対して保健省は、経済的支援を継続する。

・ 予防医療

疾病の予防と個人の健康促進を義務付けている公共保健サービスには、以下のものが含まれる。

・ 食事サービス

・ 環境衛生管理 

・ 疫学研究

・ 母子医療

・ 歯科医療
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・ 健康教育

この公共保健システムの地方事務所では、地域レベルでの積極的な管理とサービスを提供している。

・ 薬局

クラリット健康サービス基金は、400の薬局を運営している。イスラエル保健省の薬剤部は、薬剤師と薬

局に対して資格を与え、その規制をし、国内の薬品の供給を管理している。イスラエルの法律では、薬

品ラベルは、ヘブライ語と英語でなければならない。

薬品規制に対するイスラエルの制度は、主に米国とEUの両方の制度を基本としている。イスラエルの規

制では、販売許可された薬品は医薬品製造管理および品質基準（GMP）およびUSFDAまたは同等の

ヨーロッパ基準による米国またはEU規格に準じて製造しなければならないことを規定している。イスラエ

ルで承認された薬品は、通常は米国またはEUですでに承認されている。

・ 研究所

公共保健研究所には、国立の施設およびセンターだけでなく、独立の中央および地方施設も含まれ

る。個別の患者に決まった検査や血液検査を行う他に、イスラエルの研究所は伝染病の監視を行い、

水、食品、廃棄物のサンプルについて毒性、化学性、微生物学的テストによる監視をしている。医薬品

および化粧品の効能と安全性を確認することも、公共研究所の責任である。

【EHRガバナンス】

イスラエルは、政府が行政官庁となっている民主国家である。政府は、首相、大臣および、クネセット（イ

スラエル国会）で構成されている。すべての保険サービスの責任は、保健省にある。この省は、法律を

準備し、そのを履行を監視し、国内の医療基準を管理し、食品および薬品品質基準を維持し、医療従

事者および施設に許可を与え、医療研究を促進し、保健サービスを評価し、病院の計画と建設を監督

している。またこの省は、環境および予防医療についての公的保険機関として活動している。保健省

は、60の医療、準医療、技術、管理、雑務に従事する19,000人を雇用している。

保健省は、4つの保健基金について責任を持っている。すなわち、病院の他に、Clalit（57％）、Maccabi

（24％）、Meuhedit（10％）、Leumit（12％）である。

Clalitは、最大手であり、HIT項目の多くを設定しているが、小さい保健基金は競合可能な資産として先

進技術を使おうとしている。

公的病院では、外来EMRは99.9％浸透している。コンピュータ化が高いにもかかわらず、病院では完全

なEHRシステムの浸透率が依然として低い。民間病院での採用の障害の1つは、ITに投資する業者に

とってインセンティブが低いことである。

【技術】

すべてのイスラエルの病院は、LANネットワーク環境を使用してEMRシステムに接続し、運営している。

このシステムは、病院内の他のITシステムと部門に相互接続されている。つまり、EMRシステムの90.5％

が中央統計保管部に接続され、85.7％は研究所に接続され、52％は外科、血液銀行、放射線科に接

続され、50％は病理検査室に接続されている。

【安全性】

100％のシステムは、パスワード保護されており、病院の80％では別のデータ保護操作が行われてい

る。全病院の1/3以上が、役職／職位の認証と電子署名によりユーザアクセスを管理している。データ

の暗号化は、病院の5％で行われている。

ファイアウォールは、65％の病院で機能している。バックアップと復帰操作は、80％の病院で使用されて
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いる。病院側で最も懸念されている問題となっていることの1つは、患者記録への不正アクセス、データ

安全基準の違反、組織外の権限のないユーザによる患者情報へのアクセスである。

【導入・ 採用】

イスラエルの病院では、導入したEMRシステムを積極的に活用している診療科は299ある。98％を超え

る診療科で病院医師がEMRを使用し、診療科の90％以上は、患者の入退院記録にEMRを使用してい

る。

約40％の病院がEMRを日常の医療記録（例、経過記録）に使用し、看護師は、入退院の記録にこれを

使用している。また病院の20％は、日常の看護進捗記録にシステムを使用している。最後に、すべての

病院の外科の約半分は、その手順をEMRに記録している。

イスラエルの病院でのEMRの主な用途には、次のものがあげられる。臨床検査と記録、調査のイメージ

化、医療データの保存、請求用のCPTおよびICD9コード化、研究および報告結果をサポートするデー

タの保管、決定のサポート、PACSおよび音声認識である。EMRの多くは、現在インターネットベースで

ある。音声認識は、医師の支持を集めていないように思われ、ほとんどのイスラエルの医師はシステムへ

の直接入力に満足している。最後に決定サポートシステムは、数カ所の病院にしかない。
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北米

カナダ

【医療システムの概要】

カナダには、13の連動する地方健康保険プランを持つ広く公的経済支援を受け、管理されている医療

システムがある。このシステムは、年齢、収入に関わりなく、またサービスを受ける時点での直接の支払

いなしに、すべての資格のある住民が必要な医療病院および医師のサービスを普遍的に受けることが

できるように設計されている。1984年に採用され、カナダ保健法（CHA）では、この国家原則を定義して

おり、医療システムを左右する平等性と連帯性という根本的な価値を象徴するものである。この原則は、

次のようなシステムを要求している。

・ 公的な管理であること

・ 包括的であること

・ 普遍性があること

・ 移動可能であること

・ アクセス性が良いこと

13の州は資金の分担を受ける資格を得るために満足しなければならない基準および条件をCHAは設

定しているが、地方行政府が医療サービスに対して主な管轄権を持っている。地方行政府は、優先度

を決め、予算を管理し、その資源を管理する。1つの例外となるのは、先住民（ファーストネーションとイヌ

イット）の医療サービスである。これは、先住民組織だけでなく、連邦政府および地方行政府からも支援

が行われている。連邦政府は、カナダ軍、カナダ王立騎馬警官、資格のある退役軍人などの特定の他

のグループにも医療を直接提供している。1保健協会、認可、教育、調査、任意団体など多くの他の組

織、グループは、カナダの医療に貢献している。

カナダの産業は、カナダの公的医療部門とは規模と複雑さの点でほとんど比較できない。100以上の医

療地域、900の病院、数千の診療所と医師のオフィスがあり、約400，000の医療従事者が3,300万強の

人口に対して医療を提供している。医療は、国家の最も情報が集中した産業であり、1分間に約2,000の

医療報告が行われている。すべて文書と情報の共有が必要となっている。毎年、システムは以下のもの

を作成している。

 

・ 4億4,000万の研究所テスト

・ 3億8,200万枚の処方箋 

・ 3億2,200万回のオフィスを持つ医師への訪問 

・ 3,500万枚の診断画像

・ 280万回の入院　

多くの場合、医療はカナダ社会では中心的な価値として定義されているが、次のような様々な要因によ

り近年はシステムがストレスを受けている。2、3 

・ 高齢化する人口：5人に1人のカナダ人が2026年までに65才以上となる。

・ 一般開業医の不足：チャンネル全体に医療が散在する状況となっている。

・ 医療の設定：救急医療から在宅医療やその他の方法へと変わりつつある。

・ 費用の高騰：医療費は、2007年に1,600億カナダドルを超えることが予想されていた。

【国のEHRプログラム】 

◎国のIT/ICTの現状および戦略
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上記のような問題があるにもかかわらず、カナダ人は医療制度に多くのことを期待している。正確で移動

可能な情報を求めている。すなわち、各種医療提供者間での連絡、個人情報の保護、診断・ 治療方針

の決定に際し自分の意見を入れていくこと、リスクの排除、テスト／研究結果へのアクセス、適切な治療

のための適時なアクセスである。EHRはこのような期待を満足することができる。

EHRの重要性を理解して、連邦政府は2001年にCanada Health Infoway社（Infoway）を設立し、カナダ

国内で相互運用できるEHRソリューションの開発、採用を支援し、促進するようにした。Infowayは、独立

した非営利組織で、そのメンバーは、連邦および地方保健副大臣となっている。組織の目的は、2010年

までに各州が、医療の近代化につながる新しい医療情報システム（HIS）からメリットを受けることである。

さらに、50％のカナダ人は、医療サービスを提供する認定された専門家に対して、EHRをすぐに利用で

きるようにする予定である。

最初は、Infowayへの資金提供は、5億カナダドルであった。2003年に、核となるEHRに対してさらに6億

カナダドルが割り当てられた。2004年に、連邦政府は全カナダ公共医療監視システムの開発に1億カナ

ダドルを追加し、Infowayは、そのプログラムをサポートし、患者待ち時間対策を開発するため2007年に4

億カナダドルを受領した。

◎全国／地方のEHRアプローチ

下図に示されている通り、全国システムに対するカナダのアプローチは、#3の「サービス指向型」に主に

分類される。サービスは、EHRSソリューション（EHRS）ブループリントという共通のフレームワークで定義

される。このブループリントには、次のような特徴がある。

・ 医療IT企業で複数のアプリケーションで再使用されるソリューション、コンポーネント、業務規程を認め

る柔軟性の高い業務および専門的設計フレームワークである。

・ すべてのEHRソリューションが、医療組織全体および医療管轄全体で、継続的な医療をサービスの提

供場所との患者医療情報を途切れなく、安全に交換できることを約束するものである。

・ 医療エコシステムにおいて、業務、コンセプト、論理アーキテクチャ、展開モデルおよび潜在的アプリ

ケーションに対応する。

#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

Infowayが主導する全国EHRアプローチには3つの要素がある。
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1. 戦略投資家：Infowayは、投資先が何かを明らかにするため連邦、州および地域の行政府、他の医療

組織、ITベンダーやサプライヤーと一諸に協力している。一度投資の決定が行われると、公営企業パー

トナーがEHRソリューションの開発、導入、使用を主導する。Infowayは、EHR用の戦略的方向性を決め

ることでリーダーシップをとります。

2. ゲート式資金供給：Infowayは、承認したプロジェクトについて適格な計画費用および実施費用の平

均75％を共同投資し、残りの資金を州政府が投資している。リスクを管理するため、臨床医などのエンド

ユーザの採用も含めて、特定の実施管理点に達するまで支払いを凍結する「ゲート式」資金モデルを使

用している。

3. 相互運用性：Infowayは、データが距離を超えて共有されるだけでなく、読取り、理解されるような相互

運用が確実にできるよう共通のアーキテクチャと規格を使用することを推進している。包括的なEHRは、

完全なプロフィールを作成するため個人医療情報のすべての要素をまとめて、治療のための診断、品

質結果、患者の安全、医療システムの効率、迅速なアクセスができるようになっている。これが、Infoway

のEHRSブループリントと相互運用規格（例、HL7 v3, SNOMED CT）のポートフォリオとなり、カナダ全国

の医療管轄地域で採用されている。

さらに、InfowayはInfoway共同規格（SC）と呼ばれる全国的部門、医療情報規格を開発、サポート、維持

するための調整部門を設置している。この部門は、Infowayによって現在開発されているEHR規格の導

入サポート、教育、適合およびメンテナンスについて責任を負うものである。またSCが責任を負うのは、

パートナーシップ（規格およびアーキテクチャに関する半年に一度の全体会議）、HL7カナダ、カナダの

DICOMへの参加、LOINC®（論理観測識別子名およびコード）、SNOMED CTを含めた、またカナダ規

格協会（CSA）、国際標準化機構（ISO）/TC215に対するカナダ諮問委員会事務局と一諸に行ういくつ

かの規格への主導権である。

【EHRガバナンス】

◎法律／規制

安全性と個人情報の保護がEHRSの最も重要な要素である。これは、2005年6月の

EHRi個人情報および安全性コンセプトアーキテクチャ、バージョン1.1と2006年に発行されたブループリ

ントのバージョン2に示されている。カナダでは、個人情報の保護は、多くの連邦／州の一般個人情報

保護法および特定の医療個人情報保護法で示されている。アーキテクチャに含まれる特徴は、法律に

示されている条件に基づくものである。さらに、Infowayは、資金を受け、個人情報を扱うすべてのプロ

ジェクトでは、個人情報影響評価を行うことを義務づけている。これは、プロジェクトのすべての段階でプ

ロジェクトスポンサーが個人情報と安全性を検討することを確約させるものである。

現在、患者の同意（明白、暗黙、みなし、不同意）は管轄によって異なる。一般に、医療情報は、暗黙の

了解に基づいて回収、使用、開示することができる。法律では、同意なしで認められる二次使用にリスト

を示している。これには、医療運営および管理などの活動も含まれる。法律に示されている一定の条件

が満足できない限り、研究目的での情報は多くの場合明白な同意が必要となる。通常これらの条件は、

研究が倫理委員会で検討されることを求めている。

◎医療政策

相互運用可能な全カナダEHRのコンセプトは、カナダ医療法にある4つの患者中心の原則に従ってい

る。

1. 汎用性：公的医療保険がすべてのカナダ人に与えられなければならない。

2. 包括性：すべての病院および医師による医学上必要な処置は、公的医療保険の対象となることを保

証する。

3. アクセス性：収入に関わりなくすべてのカナダ人が医療を受けられるように、ユーザへの請求などの

公的資金による医療サービスの提供に対する経済的障害があまりない。

4. 移動性：すべてのカナダ人がカナダ国内を旅行する場合あるいは1つの州から別の州へ移動する場
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合、公的医療保険の対象となる。4

完全に機能する場合、EHRはこの方針に準じたこととなる。またカナダでの医療についての2つの包括

的目的に対する政府の確約を支持している。

・ このようなサービスに対して支払う能力の有無に関わらず、医学上必要な医療サービスをすべてのカ

ナダ人が適時に受けられるにすることを確実にする。

・ 医療請求書を支払うことによりカナダ人が不当な経済的苦境に陥らないようにする。

カナダの医療制度における医学上必要なサービスが高品質であることは上記2つの目的、とくに前者に

おいては暗黙である。EHRは、高品質の医療に向けての診断と迅速なアクセスのために医療提供者の

努力を改善する役にたつものとなる。

【技術】

InfowayのEHRSブループリントは、カナダのEHRソリューションのフレームワークである。これは、全体お

よび個別箇所が発展するようにガイドを行う企業システムアーキテクチャである。基本的要素には、個人

患者／顧客ならびに医療サービス提供者を独自に識別するレジストリ、患者中心の医療情報を共有で

保存する場所、医療サービスが提供される場所（サービス適用ポイント）で使用されるソフトウェアアプリ

ケーション、共有レポジトリでデータの保存、取り出しを調整する医療情報管理サービス、ソフトウェアア

プリケーションを均等に認証する標準の通信層とEHRと相互運用するシステムユーザが含まれる。

ブループリントは、適切な時と場所で、適切な人により適切な人についての適切な情報を示す相互運用

EHRのコンセプトアーキテクチャである。これは、医療情報を共有するため堅牢で拡張性のあるフレーム

ワークを作ることにより達成できる。これは、広範囲な現在の医療プロセスをサポートするものであり、最

良の方法で改善と開発を行うことができるような柔軟性がある。

アーキテクチャは、また技術的には中立である。特定の技術、製品、ベンダーサービスの使用を義務付

けることはなく、システムがどのように動くかを簡単に示している。しかし、最善の組み合わせによるアプ

ローチでは、プロジェクトの管轄当局が選択したアプリケーションは、ブループリントおよび相互運用基

準に従っていなければならない。この原則と費用とリスクを低減する標準仕様の市販ソリューションを使

用することは、Infowayの事業戦略の一部である。

【導入・ 採用】

臨床医による採用は、EHR導入の鍵となる。多くの場合、採用を促進するために多くのリーダーと一諸

に臨床現場での変更管理が必要となる。例えば、以下は、オンタリオ州の175の救急科での薬剤プロ

フィールビューワを導入したものであり、その後の調査により複数のパスワード、ワークフローとトレーニ

ングなどの採用に際しての障害を示している。最良の事例、フォローアップトレーニング、サポートにより

この問題に対応することで、採用の勢いが回復し、期限前に目標が達成された。

現在までに学んだ教訓が示しているのは、採用を成功させるために対応しなければならない以下の主

な問題である。

・ 条件の定義から導入までのプロジェクトのあらゆる面で臨床医を参加させる。

・ 臨床医の質問および懸案事項に積極的な回答を示す。

・ EHR技術を採用するためには患者の安全性、革新性、効率など臨床医が何に動かされるのかを理解

する。

・ EHRソリューション効率の証拠を示す。

・ ワークフローにおける望ましい影響を示し、技術の導入がワークフローを改善することを確実にする。

・ 臨床医の「代表者達」を奨励し、EHRソリューションの採用が成功しやすいようにその役割をはっきりと

定める。

・ 医師の要望を満足できるように導入前、導入後のサポート（1：1のトレーニングなど）を柔軟に提供し、

確実にソリューションが早く理解できるようにする。

83



・ 採用の目標を設定し、定期的にこれを監視し、必要に応じて変更管理方法に再度焦点をあてる。

・ 導入初期の時点でわかったメリットが潜在的な採用者に導入意欲を起こさせるようなメリットと影響を評

価する。

・ 複数のチャンネルとフォーラムによる有効な通信ならびに臨床医の読者を対象とした有効で透明性の

あるメッセージを示すことにより、期待値を管理する。

【結果】

開始以来、Infowayは、目標プログラム（画像診断システム、薬剤情報システム、インフォストラクチャ、革

新および採用、相互運用EHR、研究所情報システム、公的医療監視、レジストリおよび遠隔医療）で241

を超えるプロジェクトを承認している。新プログラムすなわち高品質医療に対する患者のアクセスについ

ての投資戦略は、現在作成中である。Infowayの2007年～2008年会計年度の第二四半期末時点で承

認された241プロジェクトの内、157が展開中で、84が完了している。プロジェクトの大半である148のプロ

ジェクトは、州政府と一諸に実施したが、93の展開中または完了プロジェクトは、カナダ全国で行われ

た。

【メリット】

Booz Allen Hamiltonのレポート（5）によると、カナダ全土へのEHR導入の完了により、10年間での投資費

用は100億ドル～120億カナダドルとなるが、完全に完了すると、毎年600万～700万カナダドルの経費

低減が期待されている。

カナダ人にとっての様々なメリットは次のものが期待されている。

・ 医療へ参加する患者の増加

・ 慢性病の十分な管理（疾病管理）

・ 僻地または田舎における医療アクセスの改善

・ 薬の副作用の低減

・ 処方箋作業の改善

・ 二重テストまたは不要テストの低減

・ 待ち時間の低減

・ 救命

メリットがはっきりと定義できる1つの点は、画像診断（DI）である。共有する画像アーカイブと通信システ

ム（PACS）を作ることにより、病院グループはデジタル診断画像のレポジトリを作る費用を分担することが

できる。PACSが機能している場所での最近の調査では、次のような結果になった。

・ 放射線技師の87.2％および紹介担当医の73％は、PACSは報告および診断効率を改善したことを示

した。

・ 放射線技師の86％および紹介担当医の65％は、PACSの導入以来、報告応答時間が改善したことを

示した。

・ 紹介担当医の約2/3は、PACSは、患者の治療に関する決定を行う能力を改善したと述べた。

【実施経験から得た見識】

カナダ全体のEHRを作成するというInfowayのアプローチは、個々のプロジェクトから集めた知識に基づ

いた「ツールキット」を作成することであった。例えば、ブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州の早期画

像診断プロジェクトでは、重要なフィードバックを行い、それを基に同様のプロジェクトを複製するために

画像診断ツールキットが作成されている。次に、複製したプロジェクトはそれぞれ、将来のプロジェクトを

複製する時に役立つ情報を作り出している。このため、「青写真」を作ることによってプロジェクトの準備

時間が少なくなる。再利用や複製は、Infowayの重要な戦略となっており、2007年のプロジェクトの多く

は、導入段階まで進んでいる。
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◎カナダ全土からの成功例：

・ プリンスエドワード島とオンタリオ州：病院の緊急治療室に到着した老人の場合、すぐに処方薬歴を取

り出すことができた。

・ マニトバ州とニューブランズウィック州：遠隔医療サービスの発展により、患者と専門家が高速回線で

結ばれ、遅延、費用、ストレスを軽減した。

・ サスカチュワン州：薬剤情報ネットワークにより患者の全薬歴が電子的に医療提供者にすぐに伝えら

れる。

・ アルバータ州：慢性的な糖尿患者は、完全ですぐに入手可能なEHRに基づいて監視、通信、決定を

する多様な専門家チームから共同治療を受けることができた。

・ ブリティッシュコロンビア州、ケベック州、ノバスコシア州、ニューファンドランド州：患者のMRIは、州内

のほとんどどの場所でも放射線技師が理解するためデジタル化して、電子的にダウンロードすることが

できた。実際、同様のシステムでは、放射線技師の報告にかかる時間を41％削減してブリティッシュコロ

ンビア州の医療機関を支援した。

・ ノースウェスト準州、ユーコン準州、ヌナブト準州：遠隔医療サービスは、患者と遠く離れたところにい

る臨床医を電子的に接続して、距離や医療サービスへのアクセスに関わる問題を解決しつつある。

【次のステップ‐ビジョン】

導入は、全国で進行中であり、すべての管轄当局では情報基盤の一部を設置しているということにもか

かわらず、完全な相互運用EHRを取り入れるためのカナダの計画は、まだ完成からははるかに遠い状

態である。診療医の採用／患者との契約、必要なプロジェクトおよびシステムを導入する管轄当局の能

力、完全な相互運用性の達成、標準規格およびアーキテクチャのベンダー採用、そして非常に重要な

のは、完全なEHRのために資金提供を行うInfowayの資本注入などの克服するべきハードルがある。

最近、副大臣、医療担当役員、病院の最高経営責任者および最高情報責任者、臨床医、患者、医療

協会、政府機関などカナダ全国の100を超える医療投資家は、Infowayが請け負っているビジョンの作成

の一部として投資をするよう求められた。

出来上がったのは、次の4つの主な構想の追求を含めたHISにおける今後10年間の指針を示す包括ビ

ジョンであった。

1. すべてのカナダ人にとって基本となるEHRを完成させ、機能と範囲を広げていく。

2. 現状のサポートに対して強力な事業事例があることをはっきりと示し、資金を確保する。

3. 主要な投資家（特に公共かつ第一線の開業医）を役員にする。

4. 次の段階の「事業ニーズ」を満足できるようにITを選択しながら投資する。

Infowayの現在の目標は、2010年に定められているが、相互運用性のあるカナダ全国にEHRを達成する

ための可能性のある日付として2015年を目指している。Infowayは、「2015年ビジョン」カナダの医療情報

基盤の計画を作成している。「2015年ビジョン」は優先度のバランスをとり、複数のシステムを統合し、患

者治療、安全性、アクセスおよび医療生産性において継続的な改善が達成できることを確実にするもの

である。このビジョンは、次の5つの優先度を基本としている。

1. EHRおよび公的医療監視で開始されているものを完了する。

2. 医師のオフィスでのEMRおよび病院での医師発注システムを導入する。

3. 待ち時間とアクセスが一般に見ることができるようにする。

4. 顧客の医療ソリューションにより患者の自主治療および権限委譲ができるようにする。

5. 待ち時間を減らすためと慢性疾患の管理のために先進のITソリューションに投資する。

このような優先事項があることで、InfowayはEHRの完全導入に向けて努力を続けていく。
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米国

【医療システムの概要】

米国は、3億人を超える人口を抱えているが面積が非常に広いため、人口密度は世界で179位となって

いる。大都市へ人口が移った結果、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ヒューストン、フィラデルフィ

ア、フェニックス、サンアントニオ、サンディエゴ、ダラス、サンホセなどの10大都市では、人口が大幅に

増加している。

米国は、他の国と比較して国内総生産のかなりの部分を医療に費やしているが、世界保健機構によると

その実績は世界で37位にすぎない。対照的に、英国は国内総生産（GDP）のちょうど6％を医療サービ

スに費やしているが、その実績は世界で18位である。サンマリノ、アンドラ、マルタ、シンガポールなどの

小国が第2位のイタリアに続いてランキングされている。

米国の医療システムは、主に営利民間保険会社、非営利病院および営利病院とその他の医療提供セ

ンターで構成されている。しかし、最大の医療費負担者は、退役軍人の医療制度、メディケアメディケイ

ドセンター（CMS）、軍人用TRICARE、SCHIPSおよびその他の政府支援プログラムを持つ米国政府で

ある。

複数の支払い者で構成されるこのような分散モデルは、医療サービスを提供し、資金援助を行う場合に

非常に複雑で多様な構造を作り出している。米国には約4,700万の保険未加入の患者がおり、必要に

応じて医療サービスを利用するので、通常は救急治療室、救急センター、「飛び入り」診療所で治療を

受けている。しかし、このような個人全員が必ずしも貧困もしくは未雇用の状態にあるわけではない。彼

らの内訳は、子供、健康保険を提供できない小企業の従業員、保険料の高騰により支払いができない

ため保険プログラムから抜けることを選択した者である。

米国の雇用者ベースの民間保険は、全人口に対して適切かつ一定の保障はできなくなっている。雇用

者は、リスク、過去の医療費記録、使用度、人口の年齢構成に基づいて補償範囲の複数の「段階」があ

る保険料を交渉することができる。しかしながら、従業員がどのような補償範囲を選択するかについて一

貫性がないため、このシステムには欠陥がある。

米国の医療資金提供と医療提供に関するシステムは、全先進国の中で最も複雑と思われる。例えば、

普遍的な医療システムを採用していない唯一の国である。

米国でのEHRを採用しようとする意欲は、これまでのところ、医療報告のミスをおそれること、義務のない

法律、品質と価格の透明性、高騰する医療費を雇用者が支給することができないという条件を反映して

極めて低い。多くの専門家が同意しているのは、医療品質を改善し、医療ミスを減らす最善の方法は、

EHRを完全に展開していくことである。残念ながら、米国は本書に示されている他の国よりもはるかに遅

れている。
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【全国／地方のEHRアプローチ】

#1 完全連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ データは情報源のシステ
ムに残存。

・ EHRは、患者データを治
療者のシステムから引き出
す処理である。

　・ リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・ 一括抽出

・ DWHS不明 

#2 連合型

・ 患者データは情報源の施
設に存在。

・ 患者データを施設CDRに
統合。

・ EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・ DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・ 患者データは治療イベン
トの終了時、メッセージによ
りEHRへ送信される。

・ ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・ EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・ CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・ 単独の統合型病院シ
ステム

・ EHR機能は内蔵され
ている

米国の目標は、上記カテゴリーの「完全連合型」モデルに合う全国的統合EHRシステムを持つことであ

る。これは、EHRを採用する場合に、地方、地域、州が支援するプログラムを連邦政府が使いやすいよう

にすることで実証することができる。

【EHRガバナンス】

◎法律／規制

米国ではほとんどの場合、医療ITを導入する場合に、医師または医療システムに対して経済的または

その他の刺激策はない。EHRは医療の品質と調整を改善するという一般的な同意はあるが、政府はそ

の採用については、「下から上」へのアプローチに頼っている。連邦政府は、全国レベルITインフラを開

発する組織に対して国家医療IT調整室（ONC）から補助金を支給しているが、このシステムにはわずか

な金額しか当てられていない。米国での最大の医療補助金の単独支払い者として、連邦政府は採用し

ないことによる罰則措置という点ではほとんど何も課していない。さらに、メディケアなどの取るに足りな

い経済的刺激策では、医師の採用比率にほとんど差が現れていない。調査によると、多くの米国の医

師は、紙から電子システムに移ることに自身にとってまたは作業にとって何らメリットが得られず、小さい

作業に対してかかる費用が大きすぎると考えている。

多くの州政府および地方政府は、医療データの交換を促進するためにRHIOの開発のために補助金を

出している。このような努力のほとんどは、発達段階から進んでいないか、または失敗している。最近

Healthaffairs.org（http://www.healthaffairs.org/press/novdec0708.html）で報告されているハーバード

大の研究では、2007年に検討した145のRHIOの内、約25％はすでに機能を失っており、わずか20の小

さい組織がうまくデータを交換していたということである。

その内、5つだけがメディケイド登録者または糖尿病などの特定疾病を持つ患者などの目標とする領域

でデータを交換していた。他の15は、広い範囲の患者について医療データを交換していた。

 

ほとんどのRHIOは、立ち上げ時に少額の補助金に依存しており、投資家が医療情報の交換のために
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支払ってくれるものと期待している。必ずしもすべての投資家が初めからプロジェクトに参加しているわ

けではないことに多くの場合気づいている。互いに通信するためのいろいろなシステムを入手しようとす

る場合の相互運用性の問題、データをどこに保存しどのように交換するかに関する個人情報の保護と

安全性の問題、仲間同士の競争による提供者の信用の欠如、システムを導入するために1つの医院に

対する高額な費用などに苦労している。交換するデータがなければ、システムは成長できない。医師の

採用がなければ、入力される完全なデータがない。従って、医師が受け入れることがRHIOの成功には

重要となる。技術とその統合だけに焦点をあてているRHIOは、成功が期待できない。補助金のほとんど

がハードウェアとインフラに使用され、小さい病院および医師にとって経済的な障害を下げることがほと

んどできなければ、結果はデータのない地域システムとなる。

2007年12月に「緩和」する法律があったが、Stark IIにおける制限は、EHRの採用には別の障害である。

連邦政府が認める地域医療センターその他に経済的刺激策をHHSが与えようとした計画において、

キックバック禁止規則を緩和したものである。メリットがすべての患者にあり、医師が自身のハードウェア

を購入しソフトウェアの小売価格の15％を提供する限り、この「安全港」は、現在病院および支払い者が

EHRシステムによる電子処方箋を医師に利用させることを認めている。

Stark IIの安全港を導入したにもかかわらず、多くの米国の医師は、ハードウェアの高額費用、紙から

ペーパーレスオフィスへ転換する直接および間接費用、あるいは高額ソフトウェアの15％を依然払うつ

もりはない。予期しない結果は、採用を実際に遅らせる場合があるということである。EHRシステムの購

入を検討していた医師は、今や第三者により提示されるものを待っている。ほとんどの米国病院がコミュ

ニティベースで、ベッド数が300未満で、財政的に厳しい状態のシステムでは、政府の刺激策がなけれ

ば導入は起こりそうにない。

◎医療政策

前に述べた通り、全国EHRシステムの開発について米国は間接的なアプローチを取った。民間業者内

でEHRシステムの開発がしやすいような法律が整備されているが、連邦政府の資金援助は限定されて

おり、政府はこの法律をまだ施行していない。

例えば、2005年に米国保健社会福祉省（HHS）は、患者安全性および品質改善法として知られる法律

を公布した。この法律の目的は、医療設備データを収集し、分析する患者安全のための組織を作ること

である。現在まで、米国上院議員、合同委員会、米国医師会（AMA）の協力にもかかわらず、HHSはこ

の法律を施行できなかった。

 

【技術】

米国の全国EHRシステムのインフラについては、依然決定が必要である。

しかし、認められた機能の認証、データ交換の標準化、投資家間の協力のためのこのインフラを決めよ

うとする計画は、連邦政府がスポンサーとなっている。CCHIT、HITSPおよび全米医療情報コミュニティ

（AHIC）などの組織は、全国ITシステムへの同意を得るためONCからの資金を受けている。

地方レベルでは、EHRへの資金提供がないことや採用のための連邦法による義務がほとんどないことに

伴い、投資家が動かす医療市場は医療電子外来記録システムの爆発的な増加を許すことになった。外

来部門の多くの異なるシステムは、相互運用性とデータの交換を妨げている。他の国でも規格と相互運

用性について同じ問題でに直面しているが、該当するベンダーはずっと少ない。

【採用率と課題】

最近の調査によると75％の医学生は臨床医学でのEHRの使用を強く支持していることを述べているが、

米国はその採用については世界の先進国からはるかに遅れている。

米国が議会にEHR採用法案を紹介し始めた10年前に医療ITの導入について、カナダ、イングランド、
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ニュージーランド、オーストラリア、デンマーク、オランダなどの諸国は、「上から下」の政府命令を示して

いた。インド、イスラエルなどの他の国は、民間業者の競争により推進された「草の根」アプローチを展開

しているが、これは地方および全国政府レベルでも増幅された。カナダのアプローチは、政府と民間業

者の協力であったが、公的資金による幅広い支援を受けていた。

米国では、連邦政府はONCの設立とともにHITの採用に最近は力を入れている。このONCオフィスは、

HHS事務局へ直接報告を行い、全国EHRシステムの開発についての間接的なアプローチを行った。

ONCは、医療業界に全国規模で相互運用可能なITプログラムに資金提供したり、義務付けたりするより

も奨励することを選択している。

HIT採用を促すためのCMSによる連邦政府の計画にもかかわらず、刺激策は依然低く、ほとんど実質的

ではない。メディケアの「成果主義」プログラムは、まだ最終的にまとめられておらず、電子データ交換を

促進するという初期の計画は、非常に深い海で浮かぶために船というより救命いかだを使っているよう

に思える。

国防総省と退役軍人省によると、政府の軍事部門では、医療にITをうまく採用している。退役軍人省の

「VISTA」ソフトウェアなどの初期計画は、全国の退役軍人病院および診療所で広く使用されていた。

地方政府、州政府、連邦政府は、相互接続したEHRネットワークを推進するためRHIOの発展を奨励し

た。145 RHIOの内、25％がデータの交換に失敗し、20が成功している。

 

米国外で医療ITシステムが広く受け入れられ採用されているにもかかわらず、完全統合EHRシステムの

採用には依然世界に比べて遅れている。

EHRは患者臨床記録、個人カルテ、電子処方箋、研究所と放射線システムなどとの相互運用性などを

含めた端末間システムとして定義されているが、ほとんどの国では病院と医師の間でのEHR採用率は、

米国よりもはるかに進んでいるわけではない。

EHRの一部であるEMRと電子処方箋システムは、世界中の様々なPCPにより時々使用されている。EMR

の「時々使用」という米国の比率は17％、これに対しカナダでは14％、オーストラリアでは25％、ニュー

ジーランドでは52％、英国では59％である。電子処方箋を「頻繁に」使用するPCPの数は、米国では

9％、カナダでは8％、オーストラリアでは44％、ニュージーランドでは52％、英国では87％と報告されて

いる。

英国では、PCPはNHSギリシャから政策義務と経済的刺激策を長年受けてきた。この結果、大半の病院

勤務の医師はEMRを使用することになった。

米国でEHR採用にあたっての共通の障害は次のものがある。

・ 資金

・ 雇用者/メンバーの参加

・ サービス提供者の購入についての理解

・ 有意義なデータソースへのアクセス

・ 市場競争の複雑性

結果として、医療市場では成熟度が異なる段階の各種ベンダーシステムがつぎはぎで導入されることに

となる。これは、NHINおよびONCが統一データ規格の推進、相互運用性、全国レベルの最良の方法を

作成しようとする計画を妨げるものである。

【EHRの推進要因としての価格】

消費者主導による健康保険の成長により、米国消費者は医療提供者から詳細データを要求し始めるよ
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うになった。残念ながら、多くの提供者は、このようなデータを提供するための適切なシステムを持って

いない。PNC財務サービスグループが行った調査によると、消費者の85％は、病院と医師はその請求

内訳を開示する必要があると考えているということである。回答者の半数以上は、医師および病院の選

択は請求額の情報に影響されると述べている。同じ調査でわかったことは、消費者は請求書の支払い

問題に苦しんでいることである。回答者の60％は、請求書の否認について争う期間に期限があることを

知っていなかった。

消費者主導型健康保険（CDHP）の価格透明性に対する要求により、競争が加速されることが期待さ

れ、医療提供者側に費用対効果の必要性がさらに求められることが期待される。これを達成する1つの

方法が、EHRの採用である。

【国のEHRプログラム】

米国医療IT戦略は、2014年までにすべての米国人がEHRを受けるという大統領の目標により強化され

たが、この戦略を導入するにあたっての障害は、医療提供者、支払い者、コミュニティを主体とした組織

などの民間業者にかなりまかされていたことである。RHIOまたはHIEは、全国で成長しているが、上記に

示した通り成功率は少ない。

人口の大きさ、地理的条件、年齢構成、資金源にかかわらずEHRの採用には同様の課題がある。これ

には、次のものがある。

・ ベンダー、医療提供者、支払い者、その他からクリーンデータを入手すること

・ データの利用可能性とアクセス

・ インフラとその他の経済的費用

・ 資金

・ システムが一度導入されるとそれを管理、維持するための技術資源

・ セキュリティおよび個人情報保護の問題

・ データが一度収集されるとその所有権

・ 収集、集計、正常化のためのデータ規格と方法

・ 全米で有意義で一貫性のある品質対策の開発

ほとんどの他の国と同様に、地域および地方のEHR開発は、全国レベルのシステムを作成する際の第

一ステップと考えられている。不具合率が高いにもかかわらず、RHIOは依然ONCが提案するNHIN構

想の基本的要素と考えられている。相互運用性のあるカルテの全国ネットワークを作成するために、地

方および州レベルのシステムをまず作成する試みが行われた。成功させるため、NHINのコンセプトは、

保険会社、病院、雇用者、医師、薬局などの投資家による協力を必要としている。情報および相互運用

データ交換は、高品質で、費用効率の良い医療には欠かせないものである。

【データ規格】

他の国と同様に、米国では依然議論が激しく行われ、複数のISで使用されている多くの規格がある。こ

れには、HL7、SNOMED、DICOMがある。XMLの新しいバージョンは、世界中で受け入れられ、徐々に

古いプログラム言語を廃止している。他の国と同様に、米国は国内での規格に集中しているが、ISOお

よび国際電気標準会議（IEC）などの組織を通じた国際協力にも参加している。ISOは、一カ国に一人の

メンバーを持つ157の国で構成される国家標準機関のネットワークであり、制度を調整する中央事務局

はスイスのジュネーブにある。

ISOは非政府組織であり、従ってそのメンバーは政府の代表者ではない。しかし、ISOは公営業者と民

間業者の間の隙間を埋める重要な役割を果たしている。メンバー機関の多くは、その国での政府機関

の一部であるか、政府により規制を受けている。他のメンバーは、民間業者出身であり、業界団体の提

携により決められている。
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IECも、1905年に設立されたメンバーを持つネットワークであり、政府と民間産業の隙間を埋める努力を

している。ANSIは、IECに対する米国の代表組織である。

多くの米国組織は、医療現場での統一「標準」を設定しようとしてきた。この組織には、米国規格協会

（ANSI）、HL7、HITSPおよび全米委員会（USNC）がある。ISOとIECは国際レベルに関して米国からアド

バイスを受けている。労働、産業および消費者グループなどの何千もの個人、会社、その他の組織は、

EHRの標準化のための整備に関わっている。

これは何年もの間続けられているが、未だにこの国では医療ISの全国統一規格はない。

しかし2008年、ONCが支援するHITSPは、米国政府に対して合意提言を提示する予定である。
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まとめ、結論、将来の成果

各国の医療システムの概要

データを世界中から収集することの障害の一つは、EHRシステムを導入する地方および全国レベルの

努力は断続的に報告されているからである。本書の始めで、HIMSS国際企業タスクフォース（GETF）

は、国内および国同士のEHR努力につながる共通のテーマを認めたが、これら共通の活動は適切に識

別されていなかった。従って、GETFは、安全性、品質、資金源、障害などの一連のEHR構成を調査し

た。医療システム、各国のEHR状況、戦略とアプローチ、ガバナンス、技術、期待される次のステップを

含めた各国または領土の共通項目が白書に折り込まれた。

 

この情報を利用し、展開する必要性は、直ちに明らかである。地域レベル、全国レベルまたは国際レベ

ルであるかどうかにかかわらず、ITを医療現場に取り込むという努力が将来的に実を結ぶことを予測す

るのにこの情報を使用することができる。

各国の状況、戦略およびアプローチ

GETFは、EHR計画期間中に各国間で最も広い差を確認した。新しい法規を施行すること、異なる政府

形態での戦略の作成、プログラムを前進させるための実際的なステップにより主要な基盤の設定に向け

て各国の進捗を調べた。そこで、GETFは、国際比較がしやすいようにガイドラインを導入した。

本白書の各セクションには、全国レベルのEHRシステムとHIEの開発、受け入れ、展開、採用、導入へ

の国ごとのアプローチが説明されている。アプローチはそれぞれ、以下の図によって分類されている。

図1：データベースアプローチ

#1 完全連合型

・患者データは情報源の施
設に存在。

・データは情報源のシステム
に残存。

・EHRは、患者データを治療
者のシステムから引き出す
処理である。

　・リアルタイム：Google
　　またはNapsterモデル
　・一括抽出

・DWHS不明 

#2 連合型

・患者データは情報源の施
設に存在。

・患者データを施設CDRに
統合。

・EHRは、中央CDRを必要
に応じて更新するため施設
のCDRからデータを引き出
す 処 理 で あ る （ 例 ：
dbMotion）。

・DWHSはCDR外で作動

#3 サービス指向型

・患者データは治療イベント
の終了時、メッセージにより
EHRへ送信される。

・ローカルシステムメッセー
ジは有効。

・EHRはメッセージフローを
管理する処理である。

・CDRは患者のカルテ上の
治療イベントを保持する

#4 統合型EPR 

・単独の統合型病院シ
ステム

・EHR機能は内蔵され
ている

出典：Capgemini政府のソリューション

またGETFメンバーは、各国の情報、サービス、メッセージモデル、ユーザ認証およびアクセス管理用の

プロセスに対して取り組んだ。EHR戦略が患者の見解または個人カルテ（PHR）を持つという範囲にお

いて、GETFは患者がどのようにEHRと作用するかを説明した。

ガバナンスおよび資金
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医療予算は、世界先進国の政府予算の大きな部分に相当することになるが、銀行、通信およびメディア

などの世界の他のIT事業にはHITはるかに遅れている。

医療ITのガバナンスと資金提供は、国または地方政府、民間業者またはその両方の組み合わせにより

行うことが可能である。例えば、カナダの独立非営利企業Health Infowayは14の州と準州政府すべてを

株主にして全国レベルでの努力を主導している。2007年までに、カナダ政府は16億カナダドルを

Infowayに投資しており、Infowayは2008年3月までに管轄区域内で共同投資で約15億カナダドルを約束

している。

オーストラリアはHealthConnectでの経験に基づいて、オーストラリア政府議会が全国電子医療移行協

会（NEHTA）を設立した。この協会は、保証による有限責任を持ち、すべての州および準州政府および

国の政府の資金提供を受ける非営利企業である。

南アフリカ、スウェーデン、ドイツ、オランダの政府は、全国システムのEHR戦略を開発している委員会に

資金提供している。スウェーデン、フランス、南アフリカは、政府が資金提供した全国システムに向けて

動き始めていた。一方、ドイツおよびオランダはこのモデルに対して正式な確約はしていない。

他の国は、EHR開発の初期段階にあるが、正式な国のプログラムを持たないにもかかわらず、進捗を続

けている。例えば、ウェールズは、地方と全国レベルを組み合わせた資金調達を利用して、草分け的な

プロジェクトを行っている。ノルウェーは、国のEHRプログラムにつながると期待される研究を行ってい

る。ノルウェー研究評議会は、ノルウェー電子カルテ研究センター（NSEP）を設立するためノルウェー科

学技術大学（NTNU）と契約した。センターは、医療研究とICTについて能力を持つ学際的研究グルー

プを強化し、発展させるため500万ノルウェークローネの資金を年間受領している。

  

イスラエルにも全国レベルのプログラムはない。しかし、EHRの導入は、公営業者と民間業者の両方で

広く広がっている。26の主な総合病院においてEHRシステムの状況を評価するために行った調査で

は、21（91.3％を示す）の病院では少なくとも何らかのEHRシステムを導入していることがわかった。

技術

すべての国は、医療IT規格がないことおよび相互運用性の障害をめぐる問題に苦労している。

ドイツ、オランダ、フランスは、HL7規格の改訂版を採用することでこの障害を解決しようとしている。ドイ

ツは、分散戦略モデルを採用している。しかし、各病院は患者とサービスでお互いに競争しあっている

ので、分担ソリューションの導入には抵抗した。

南アフリカは、RFIプロセスによりEHRベンダーを選定作業中である。主流ベンダーを選ぶことにより、相

互運用性が可能になり、医療レベル7（HL7）、医療のデジタル画像と通信（DICOM）などの企業規格を

使用できることになる。

イングランドにおける現在のEHRプロジェクトは、全国カルテサービスプログラムである。導入は、全国調

達プロセスで開始し、結果は1つのNASPと5つのLSPとなった。イングランドのEHR情報モデルは、HL7 

v3 RIMに基づくもので、HL7 v3メッセージにより更新され、クエリーが行われている。

カナダはすべての管轄区域に相互運用可能なEHRの開発をガイドする全国的なフレームワークを作成

した。各管轄区域は、独自の導入戦略を決めている。ドイツのように、カナダには一定の管轄区域内で

異なるアプリケーションから得られた医療データにより分散モデルアプローチを使用するための全国的

合意がある。次に、EHR情報基盤を通じて、データは相互運用可能なEHRに複製される。このようにし

て、カナダのEHRは、全国にわたるメッセージベース（特にLOINCおよびSNOMED CTなどの用語を持

つHL7 v3）での相互運用システムのピアツーピアネットワークにより統合された多くのEHRで構成されて

いる。
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イスラエルは、少なくとも27の異なる種類のEHR病院システムを導入しており、どの病院でも複数の種類

が使用されている。医師は、病院科の98％以上でEMRシステムを使用している。EMRシステムは、90％

以上の科で入退院に使用され、その約45％について日常的な追跡医療に使用されている。

 

将来のタスクフォースの成果

医療ITにおける世界トップの組織として、HIMSSは、世界各国内および国同士でEHRを推進するための

触媒となることができる。このために、HIMSSアジア太平洋およびHIMSS EMEA、国際医療IT会議、その

他の会議などの国内および国際組織から研究成果の普及をGETFは続けるつもりである。

GETFの成果には、世界中からのEHR導入のケーススタディの報告、世界比較表の更新、各国から学ん

だ教訓を折り込むための本白書の展開などがある。

 

本白書は、「生きた文書」である。各国の更新情報およびまだ調査していない新しい国からの情報が白

書の更新として折り込まれる。

その他のリソース

海外から習得したこと：個人医療カルテの国家政策についての教訓と質問。Don Detmer、MD、MA、最

高経営責任者、AMIA, 2006年。

欧州諸国の電子医療、優先事項および戦略。電子医療レポート。2007年3月。2007年欧州委員会。

各国の追加資源は、各セクションの終わりに示されている。
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