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要旨  

 
Healthcare Information and Management Systems Society（HIMSS）Global Enterprise Task Force（GETF）
は、世界中の多くの国での電子カルテ（EHR）を導入する活動を調査する許可を受けている。本白書第
二版では、タスクフォースは、対象国の数を大幅に拡大し、白書第一版を多くの点で改訂している。また、

個人カルテ（PHR）などの関連項目にも対応している。 
 
本白書第二版は、二部で構成（別々の PDF 文書）されていることに注意して頂きたい。本概要、タスクフ
ォースと報告書の概要、白書はパート I で、ヨーロッパとスカンジナビアを対象としている。アジア太平洋
諸国、中東、南米、北米はパート IIに記されている。 
 
GETF は、安全性、品質、資金源、導入に際しての障害などを含めて、各国の一連の EHR および PHR
要素を考察した。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 および PHR 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。 
 
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、情報技術（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、準州を株主として
国家的な取り組みを行っている。現在までに、Infowayは連邦政府から 16億カナダドルの投資を受け、さ
らに多くの投資が予想されている。 
 
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
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。 
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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。 
  
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（Research Council of Norway）は、Norwegian University of Science and Technology
（NTNU）に対して、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％）が電子カルテ（EMR）システムを利用している
ことが分かった。 
 
インド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。大手の医療提供者は、システムを別に構成（すなわちサイロア

プローチ）するため、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よって導かれる。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。これまでは、米国は連邦政府が EHR の指示をするのに積極的ではなかったが、
保健社会福祉省の Office of the National Coordinator for Health Information Technology（ONC）がリーダ
ーとしての役割を果たすことになったため 、これは変わってきている。 
 

【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

の標準規格またはヘルスレベルセブン（HL7）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。 
 
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 を入退院管理に日々使用しており、45％はフォローアップと経過記録に使用
している。 
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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、HL7v3 RIM
を使用したメッセージサービスに基づいており、SNOMED CT（Systematized Nomenclature of Medicine-
Clinical Terms）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カルテ（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な事業であり、技術設計フレームワークによって、一つ

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途切れのない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）を支持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、HL7v3、DICOM、LOINC、SNOMED CT が
使用されている。 
 
デンマークは、世界で最も相互運用性の高い国家 EHR システムの一つに進化してきている。デンマーク
の PHR は、患者データ入力用の実際の元データとして使われているというよりもスケジュールおよびコミ
ュニケーション用の患者ポータルのように使われているという事実にもかかわらず、近年の包括医療 IT シ
ステムでは初期の段階である。 
 
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 RHIO
は政府やその他の関係機関からの支援や独立機関として資金提供を受けるために苦心している。RHIO
のメンバーは国内で 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。 
  

【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の

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。 
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【主な教訓】  

白書に示されている先進国の導入方法を研究している時に、各国全体に通じる教訓があると GETF メン
バーは結論づけている。それは次の通りである。 
 
教訓  #1. 比較的未成熟な医療 IT 環境の中で、国家 EHR プログラムが医療産業全体の変化をもたらし
つつあることを認識する。成功への重要な鍵となるのは、医療産業全体の変化を基本的に支援し、推進

するため産業の各レベルから必要な人数と核となるリーダーを得ることである。 
 
教訓  #2. 医師、臨床医を政治的プロセスおよび導入プロセスに参加させることは、プログラムの成功のた
めに絶対に必要である。 
 
教訓  #3. 医療事業（すなわち国、地方または地域行政府、団体および民間業者）に対する代表者による
支援が、はっきりとした成功の要素である。ベンダーコミュニティへの積極的な関与と管理が、国家イニシ

アティブが成功するために重要であり、一部の国では見過ごされている一因である。 
 
教訓  #4. 相互運用システムをシステム全体の技術アーキテクチャに取り込むようにするには、データ交換
規格の採用と遵守をプログラム計画の初期に行わなければならない。 
 
教訓  #5. 医療消費者、システムの医療提供使用者に必要な人数を決めるためには、代表者間で初期の
はずみをつけることが重要である。 
 
教訓  #6. 電子記録のプライバシーと同意の問題について国家による法的合意を得られることが、国家的
プログラムが機能するためには重要である。 
 
教訓  #7. プログラムに参加し、継続的な資金援助を確実にするために、代表者のコミュニケーションが図
れるような実質的取り組みをしなければならない。 
 
教訓  #8. IT投資、拡大計画およびプログラムは、自由に組み合わせできなければならない。各医療部門
および医療提供地域/組織は、ITの使用について様々なレベルとなっている場合がある。 
 

【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、イニシアティブ、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。米国では、EHR の導入は、費用問題に対応するオバマ政
策である 2009年の「 アメリカ復興・再投資法」で利用できる資金による政府支援次第となっている。 
 
政府にとっても民間企業にとっても、世界的な 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。さらに、オー
プンソース EHR ソフトウェアが業界で基盤を確立して、長期的には大きな影響を及ぼす可能性がある。 
 
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。 
 
一部の国では、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草の根の推進活動が必要になってくる。どちらの場合も、医療関

連機関やサプライヤー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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タスクフォースと白書の概要  

 
本白書第二版は、二部で構成（別々の PDF 文書）されていることに注意して頂きたい。要旨、タスクフォ
ースと白書の本概要はパート I で、ヨーロッパとスカンジナビアを対象としている。アジア太平洋諸国、中
東、南米、北米はパート IIに記されている。 
 

【対象読者】  

本白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 
• 公的あるいは民間医療関連団体の費用支払者 
• 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. 複数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、今後の改訂版白
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もので

ある。 
 
共通性を見出すために、GETF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。 
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【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。 
 

◎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
配信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。 
 

 
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カルテ（PHR）へのアクセスを許可しているか否
かについて特定を行う。 
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【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、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、医療記録サービス、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）、研究機関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  

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、
処方箋など、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
が、目標はこれを次の 5年間で 15%に上げることである。 
 
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、これら

の一次医療を最善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。 
 
過去 3 年間、イングランドは支払い者/提供者の分割をしようとしてきた。PCT から治療提供機能を除いて、
治療の購入に集中することで、地方住民のための全国展開の保険会社として効果的な役割を果たすよう

にした。治療の計画、支払い、実績管理のプロセスはイングランドでは「コミッショニング」と呼ばれ、新しい

PCT をコミッショナーとしている。市場の力で治療提供の改善をし、支払い者側のために予防治療を奨励
し、患者の選択肢が広がるように、コミッショニングが導入されている。 
 
このシステムの運営と統合は、戦略的保健局（SHA）により行われ、その役割は新しい市場力が悪しき刺
激になったり、地方医療経済が不安定にならないようにしたりすることである。PCT と共同で、SHAは社会
医療を提供する地方自治体や議会などの他の地方の医療提供者とのパートナーシップにも責任がある。

2004年に、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。 
 

【統計】  
以下のセクションでは、括弧［ ］内の数字は、2008 年 HIMSS レポートの数字を表わしており、最新の報
告数値と比較できるようにしてある。括弧に数字がない場合は、数字は 2008年のものと同じである。 
 

◎NHS イングランドの資金調達  

• NHS イングランドの純支出は、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。2010年の支出は 1,100億ポンドと予測されている。 

• 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 イングランドは、次の事業年度には、第二四半期に 2億 100万ポンド赤字の後で、
18億ポンドの黒字を報告している。 

• 2008 年～2009 年の正式な数字はまだ発表されていないが、組織全体で経費節減および効率
向上によって NHS イングランドは（予算は少ないが）大きな黒字が期待される。 

• 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％は高くなっ
た給与、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。 
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• 慈善団体の 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（82［65］の Foundation Trust を含む）× 172［171］ 
• 一次医療トラスト × 152 
• メンタルヘルストラスト（32［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（一つの PCT を含む） 
• 戦略的保健局 × 10 
• ケアトラスト（PCT2［1］つとメンタルヘルストラスト 3つを含む）× 10［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  
 

◎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 の予備登録看護師トレーニン
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。 
 
国のイニシアティ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（PACS）のように
国で展開しているものもがあるが、その他（例：国あるいは地域のカルテ管理）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。実際、治療提供とサポート機能における民間機関の役割は大きくなると思われるため、

統合体制の継続は重要となる。 
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インセンティブと規制の組み合わせにより、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。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は、単一で国の民間

ネットワーク（N3）として管理されている。高速ネットワークの利用は、医療情報を積極的に交換するのに
重要な成功要因である。プログラムを支える上で、政策としての標準化は基本理念であるが、メリットが認

識できるのが予測よりも遅くなることを説明する原因因子でもある。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、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、外部のサプライヤーによって以下 4 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）と GP Systems of Choice（GPSoC）である。さらに、Additional Supply Capability 
and Capacity（ASCC）と呼ばれる新しい枠組み契約が 2008年 1月に始まり、NHSが別のルートから調達
できるようになった。現在までこの契約で最も注目すべき取引は、2008 年後半の「NHS チョイス」と呼ばれ
るポータルであった。 
 
NISP は NHS メールおよび 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することで、
NHS全体の接続性を改善する。この取り組みにより、信頼性の高い IT インフラとブロードバンド接続が提
供される。 
 
NASP サービスは、業務アプリケーション（例、e 処方箋）およびインフラサービス（例、ディレクトリサービ
ス）など幅広いものを対象としている。 
 

• EHR施策は、NHS Care Records Service（NHS CRS）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、ヘルススペースと呼ばれる患者ポータルサービスを通じて SCR にアクセスし、自分の医
療記録や診療情報の概要を参照することができる。 

• Choose and Book Serviceは、患者に病院/医院の選択肢を広げ、初回外来患者の予約を取りや
すくするための電子照会サービスとして展開されている。 

• 導入が進められているもう一つのサービスは、電子処方箋サービス（EPS）である。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の一つは、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。 

 
これらの業務アプリケーションを支えるのは、’Spine’およびその関連サービスとして知られるバックボーン
インフラである。これらが NHS に提供してくれるものは、メッセージ、安全、情報ガバナンス管理、人口統
計、レポート、その他事業レベルの機能である。 
 
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。 
 
GPSoC プログラムは、一定の基準内で製品を選択する場合に一次医療機関の選択肢を広げるために導
入し、NPfIT の一部として資金提供された。システム提供者の選択の幅が広がることは、一般に積極的な
考え方として受け入れられている。GPSoC 契約で支給される製品を使用する一般開業医は、現在およそ
6,000人である。 
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2008年初めに、Additional Services and Consultancy Framework（ASCC）契約が行われた。多くの内示サ
プライヤーから非常に大きいサービス範囲での調達を行っている。原則として、現在請け負っている仕事

は、上記プログラム内で ASCC ルートからも調達できるようになっている。 
 

◎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、患者カルテ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、主要な医療記録リポジトリ、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一つである。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 上の患者カルテ概要に自動
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
る患者カルテの範囲と使用目的に関して、当局側とサプライヤー側、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と配備プロジェクトを比較的短期

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。 
 
SCR は、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であり、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、HL7v3 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 と HL7のメンバーである契約サプライヤーコミュニティに対して
直接発行される。 
 
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。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。 
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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「統合型電子患者カルテ（EPR）」の単
独統合型システムに最も近い。NHS CRS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。NHS CRS 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、そのプロセスは大半に支持されている。患者デ

ータへの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（看護師、多分野チームメンバーなど）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カルテ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主導の 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 に対する最高監督局は、英国政府保健省（DoH）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や情報ガバナンス委員会のように

「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処される。 
 
プライバシーとセキュリティは、保健省（DoH）の規制と政策方針、ヨーロッパのデータ保護規制が適用さ
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。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。 
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◎プライバシー保護   
医療提供者、医療保険会社、公的保健局、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、革新的な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。これは、国の
データ保護規制への追加措置である。 
 
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。 
 
医療記録へのアクセスを主に管理することには、患者と医師の間に存在する「確かな関係」が存在する場

合に限って行うアクセスを制限することや一般人が記録を見ることができないように「遮蔽」することが含ま

れている。これは、役割（活動）に基づくアクセスおよびスマートカードとパスワードの使用に関係している。 
 

◎EHRの資金調達   

EHRの資金は、保健省（DoH）より提供されている。この資金は、SHA とケアトラストの形で NHSが作った
法的組織に割り当てられている。資金は、地方の導入費用（スタッフ時間）を除いて、配備全体を対象とし

ている。保健省（DoH）の一機関として、NHS CFHは、同省から直接資金を受けている。 
 
サプライヤーは、臨床システムが届け入れられ、臨床ユーザコミュニティが承認したことに基づいて支払わ

れる。この管理は、トラストと SHA が契約して同意する地域所有者プログラムにより行われる。このモデル
は、サプライヤーコミュニティにとって頭痛の種となっている。それは、サプライヤーが支払いを受けないと

いう配備システムについて長年にわたる不満が生じている。協力的で「できる」という態度をサプライヤー

側に抱かせることを意図していたが、多くの場合逆の効果をもたらしている。 
 
2008 年に発行され、2006 年からの進捗状況を記録している監査局の第二次レポートでは、うわさや憶測
に反して、プログラムの財務管理は堅調で、全体の目的は依然達成可能であると結論づけている。 
 

プログラムの予想総額は概して変わっていない。発生した費用の増加は、

主に機能性向上のための購入費用  である。部分費用を信頼できる程度に
作成するのは難しい。現在までの出費は、設定されたものよりも低くなって

いる。  
 
予想予算は、123 億ポンドから 127 億ポンドに上昇しているが、経費率が予想よりも低くなっている。主に
納入が予想よりも遅くなっているためである。 
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【技術】  
SCR 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。つまり、これらのシステムは、詳細医療記録として呼ばれているものを順々に保持している

ものである。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て、また SPfIT の経過に対応して調達するモデ
ルとして現れている（南の領域）が、その役割はまだ明らかになっていない。 
 
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が、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に基づいているが、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。 
 
2008 年にこの HL7v3 系のメッセージ仕様が実質的に完了した後で、「論理記録アーキテクチャ」と呼ば
れる EHR設計作業の新しいサイクルが始まっている。これは、HL7v3 とヨーロッパ規格（特に EN 13606）
との整合性について、また電子記録を今後共有するための設計基盤を構築することについて調査した結

果と共に、HL7v3 系の Spine メッセージから得られた経験である。この包括的な作業と共に、共有記録設
計の初期のものが開発されつつある（例、妊婦用）。 
 
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 Security Assertion Markup Language（SAML）を使用して
いる。患者や医療提供者の ID 認証や医療記録リポジトリへのアクセスは、サービスとして展開される。全
体のアーカイブや監査記録で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。 
 
ソーシャルケアなどの非医療コミュニティとの国による統合は、まだ初期段階である。パイロットプログラム

が 2009 年に始まり、少数のトラストと技術パートナーにより行われている。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、

持続性と法的に支持された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（国の SCR）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。 
 

【結果】  

NPfIT（個人 Spine 情報サービス（PSIS）システムの SCR）の核となる EHR は、利用するのが最も面倒な
側面を持っている。日常の活動において医師にとってメリットがあるためには、十分な数量のデータが入

手できなければならない。このデータを利用できるようにするには、互換性のあるシステムを配備する必要

がある。データをアップロードするには、一般開業医は患者から許可を求めなければならない。配備率は、

SCR の効率を制限している。すなわち、十分な量に達するまでは、メリットがほとんど得られないことにな
る。PAC レポートによると、現在の予測ではこれは 少なくとも 4年間続くとされている。 
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プログラム導入について報告されている指標は比較的限られている。配備の統計値を主に扱っているが、

ほとんどの場合、数値的なメリットには直接関係していない。 
 
最新の NHSの Connecting for Health の統計には、以下のものが報告されている。 
 

【選択と予約】  

• 現在まで 1,400万を超える（14,055,358）予約が行われている。 
• 一般開業医の手術から最初の外来患者の予約まで「選択と予約（Choose and Book）」が約 50%
の NHS照会に使用されている。 

• すべての一般開業医の 90%以上が、先週患者を病院に照会するため Choose and Book を使用
している。 

 

【E-処方箋サービス】  

• 1億 7,500万を超える（175,895,718）処方箋メッセージが現在電子送信されている。 
• 7,958 の一般開業医の診療は、新しいシステムに技術的にアップグレードしている。この診療の

6,441は、実際に電子処方箋サービス（EPS）で行われている。 
• 9,523 の薬局システムは、新しいシステムに技術的にアップグレードしている。8,393 は、実際に

EPS を使用している。 
• EPSは、日常の処方箋の 24%以上に使用されている。 

 

【NHSの国家ネットワーク（N3）】  
• 約 120万の NHS職員は新しいブロードバンドネットワーク N3にアクセスしている。 
• N3 は、以前の NHS ネットワーク契約と比較して、7 年間で約 9 億ポンドの節減を NHS にもたら
すことが可能である。 

• 2008年 4月末までに、集積者（ほとんどは薬局）から届いた約 11,000 を含めて、N3への接続は
32,000 を超えていた。 

 

【治療記録サービス（国家 EHR）】  

• 248,542の SCRが Spineへ現在アップロードされている。 
• Spineにアクセスが登録され、認められたスマートカード所有者は 576,328 人である。 

 
現状では、比較的限定された領域でメリットを受ける Choose and Book などのいくつか成功しているプロ
グラムがある。しかし、数年先でも国の EHR（PSIS）は初めに想定したのと同じままで、必要なデータ量を
提供し、地方および国の両方で関連づけている。 
 

◎メリット  
NHSの Spineプロジェクトは、2003年に始まった。サポートシステムの使用が現在十分に確立されていて、
臨床記録は 2007年から段階的に導入されている。 
 
総費用と ROI の測定は困難である。信頼できる数字は公式に利用できるが、非 Spine 部で導入している
付属費用や新しいインフラに関連する節約の内容と程度は、広く知られていない。 
 
ソフトウェア費用は、Spine Directory and Demographics Services、Summary Care Record（SCR）および
EMR/EPR などのローカルシステムに必要な多くの適応サービス等のフレームワークサービス間で分割さ
れている。ソフトウェア、ハードウェア、導入、トレーニング、異なるシステムに相互運用性を設定しようとす

る試みについての費用で公表されているものはない。契約は出来高払いを求めていて、直接（中央資金

による）または間接（個別組織の予算による）にかかわらず、すべての費用は NHS イングランドにより対応
されている。一部の統合費用は、市場への参入継続費用としてベンダーにより吸収されている。 
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2009年 1月の HM政府からの政府会計委員会レポートでは、利益がプログラムから出ている割合に対し
非常に批判的であった。特に、国家 EPR については 4年の遅れが予想されていることが心配されていた。 
 

◎実施経験から得た見識  

昨年およびプログラム全体の歴史の中では、大きく報告された失敗やあまり大きく報告されていない成功

がある。2008 年に富士通が LSP として辞退したため、元々4 つあった LSP の内現在では 2 つの業者し
か残っていない（アクセンチュアは以前に辞退している）。これは、「国家」医療変革プログラムを計画し管

理していく場合の難しさを表わしている。要因の多くは、サプライヤーおよび NHS間で受け入れがたい関
係をお互いが作るような状態になっているためである。 
 
小さい一組の製品の導入が（現在までの進捗状況に基づくと）イングランドでは失敗に終わったと主張で

きるであろう。しかし、配備は NPｆIT のものよりもスケールの小さいものであるとしても、このモデルは別の
場所では成功している。選択肢が提案されている場合、一般に採用への意欲が大きいため、利益はすぐ

に出ている。これは、GPSoC プログラムに見ることはできるが、全体的に二次治療設備およびその中の各
種専用システムと比較して一般開業医の診療および一次治療に関する簡単な変革の実績を反映してい

る。 
 
「端から端」までの要素も、分かりにくいままである。現在行われている作業の多くは、1 階またはその上の
階を建設しているのではなく、基礎工事をしている状態である。 
 
技術がユーザの期待に沿わない場合があることは明らかである。一部の地域では、特定の製品は広く受

け入れられるが、同じ製品が別の地域では不足があるとみなされる場合がある。これは、特に二次治療

PAS と臨床アプリケーションの一部により配備の実績によって明らかとなっている。作業方法と手順の点
では、地方自治体は国が指定したアプリケーションには調和していないが、設定変更が可能の場合もあ

る。設定を変換する取り組みは、過小評価するべきではない。技術により取り入れられるまたはサポートさ

れる組織のスタッフと作業レベルの変更を、新しいシステムのユーザに広く、積極的に伝える必要がある。

彼らの関わりとさらに重要なのは、成功事例を持っていることである。 
 
情報ガバナンスを管理する一部の制御仕様では、サプライヤーが適合することが特に困難であることが

分かる。これらは、サプライヤーシステムの内部運営を基本的に再作業する場合があることを表わしてい

る。患者データの保護の必要性について誰も論じるものはいないが、指定される制御の範囲は複雑すぎ

て、細かすぎると論じられている。 
 
プログラムは、イングランドでの医療を改革するため非常に厳しい日程で始まっている。現在までの過程

で、困難にあったり批判を受けるのも驚くにはあたらない。 
 

【次のステップ】  

NPfIT には長い時間がかかっている。これは、いくつか注目に値する成功をおさめており、一般のレポー
トにも関わらず、出費は管理されていると思われる。UK EPR の展開で最も大きい課題は、導入率である。
これは、いろいろな要因から生じている。作業負荷が増えたためにサプライヤー能力が減少した、製品の

開発サイクル、展開および医療契約に予想より時間がかかっていることなどである。南部地域から富士通

がいなくなったため、その地域の展開が当面は凍結され、プログラムを一時保留とした。これは多くのトラ

ストにとって受け入れがたいが、別の場所での導入率（特に核の PAS アプリケーション）はほとんど良くな
っていない。導入率の対策が、近年ではプログラムの最優先事項となるであろう。 
 
国の EPR（PSIS）を価値あるものにするためには、非常に多くの記録をアップロードする必要がある。これ
を行うためには、データをアップロード可能な製品として十分に展開しておく必要がある。またこれを行う

ためには、導入サイクルでのステップの変更が必要となる。この依存状態の連鎖が EPR を拘束するものと
なっているため、代案や可能な促進策が検討されるであろう。 
 
基礎が固まると、地方および国の両方で治療に加わることに重点がおかれる。これは、すでに PACS、保
健および社会医療の統合などの一部では行われているが、展開および導入に至るにはまだ長い道のり
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がある。メッセージ送信とシステムは、多分野チームの作業や保健および社会医療コミュニティの統合の

ためにサポートを増やすことが目標とされている。患者中心の治療には患者中心のシステムが必要となる。

内部または外部の統合にかかわらず、これは大きく前進するステップとなり、偶然や設定ベースの断片的

なものでなく、寿命全体および経路を提供してくれることになる。 
 
新しい政策や戦略は、提供されるプログラムとサービスに負荷を加え続ける。2008 年に発行された「ネク
ストステージレビュー」と「インフォマティクスレビュー」の両方は、イングランドでの医療提供の進化型のモ

デルを示している。これらの文書は、「インフォマティクス」を NHS とその活動の中心に位置づけている。
正確で、タイミングの良い、安全なデータがすべてを実証している。これは、提供するには時間はかかる

が、国のプログラムが示している変更要求をすでに課題にしている現在のサプライヤーに影響を及ぼすも

のとなる。この課題と取り組む一つの方法は、プログラムとメリットを密接に結びつけるポートフォリオ管理

方法がある。これは、NHS にその出費と行動を最優先にできるようにするもので、最近発表された保健省
（DoH）内のインフォマティクス役員は、新しい事業計画の作成から推測されるこの件について責任を負う
ことになる。 
 
これは、国のプログラムにとって、重要な 12 ヶ月となりそうである。下院政府会計委員会、政府監査局、
NHSの局長は、すべて、過去 12 ヶ月のプログラムについてその導入率について批判している。 
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フランス  
 

【医療システムの概要】  

 ヨーロッパ西部に位置するフランスは、6,000 万の人口が面積 55 万 km2の国土に分散しており、人口密

度は 1 キロ平方メートル当たり 110 人をわずかに上回る。2007 年現在、全人口の 78%が都市部に集中
し、首都パリだけで人口 1,200 万である。その他 3 都市で人口が 100 万を超える一方、2007 年に人口
10万を超える都市数は 40であった。 
 
2007 年、フランスの GDP は 23 億米ドル（18 億ユーロ）であった。医療費は GDP の 11%を占め、これは
国民一人当たりで年 3,300ユーロに相当する。 
 
医療費のうち 80%は公費から出ており、雇用主および従業員の給与税によって負担される。所得に関わ
らず、人口の 99%余が医療保険に加入している。 
 
一般開業医による一次医療は基本的に民営であり、国民保険である Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie（CNAM）によって定額にて、さらに場合に応じて民間保険からも払い戻される。受益者は民間保
険を利用すれば CNAM の最低額よりも多く払い戻しを受けられるが、医療提供者に直接アクセスする権
利が変更されるわけではない。ただし、払い戻し率の変更はアクセスに間接的な影響を及ぼすおそれが

ある。 
 
緊急外来医療、プロによるサービス、投薬および治療のほとんどは、入院患者の症状または慢性病を除

いて、全額が払い戻されるわけではない。それ以外は、外来医療の払い戻し率は 35～70%となり、一般
開業医の紹介状がない場合はペナルティとして 50%減額される。 
 
フランスの病院制度は 2,700 の公立、半公立病院と、1,400 の民間病院からなり病床数は 45 万床、2008
年には入院中の治療件数が 1,300万となっている。 
 
ほとんどの症例において、在院日数（LOS）が減少したこと、多くの入院治療がデイケアにとって代わられ
たことを受け、病床数は過去 20年間に定期的に減少している。 
 
医療専門家は 80 万名で、そのうち 21 万 5,000 名が医師、48 万名が看護師である。2025 年までに医師
の数は 18万 6,000名まで減少すると予測されている。 
 

【国の EHRプログラム】  

◎国の IT/ICTの現状および戦略  
近年、医療情報技術（HIT）がより身近なものとなり、報告によると一般開業医の 70%、病院の 90%がコン
ピュータシステムをすでにインストール済みだという。しかし HIT を使用して患者の医療情報を記録して
いると報告している病院は、わずか 30%であり、それ以外は出来高払など、管理目的のみで HIT を使用
していることを示している。 
 
ペーパーレススマートカード技術は、症例の 90%で国民保険経由の払い戻しに利用されており、全患者
にスマートカードが発行されているが、一部の医療提供者はまだ導入していない。スマートカードを使用

すると、患者は自己負担額のみ支払う義務を負い、国民保険により医療提供者に残りが直接払い戻され

る。それ以外の場合、患者が全額を負担する義務を負い、1 ヶ月後まで払い戻されない場合がある。この
ことはスマートカードの使用に対する明確なインセンティブとなる。スマートカードは、国民保険の対象で

ある薬剤師に薬局で直接支払いを行う際にも使用される。スマートカードシステムによるこのような直接的

な支払は、スマートカードの導入、利用を促す強いインセンティブとなる。2007 年以降フランスの法律で
は、電子カルテ情報のアクセス管理方法としてスマートカード使用を必須と定めている。 
 
CNAMは、患者による全払い戻し履歴を保存した国のデータベースを開発、維持している。 
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フランスは以下 4つの課題を挙げているが、HIT能力を高めることで解決できると考えている。 
 

1. 患者による関与：産業化が進んだ世界のほとんどの地域と同様、フランスの患者は自身の医療
に影響する決定に、大きな権限を求めている。患者への情報提供は、予防、簡単なルーチンケ

アにより患者が大きな役割を持つよう患者に指示するだけでなく、最重要要素であると考えられて

いる。 
2. 臨床コミュニケーションの広範囲化：National Shared Patient Record system（NSPR、フランス
語で Dossier Medical Personnel/Partagé略して DMP）のユーザは、HITが臨床リマインダー、治
療警告およびセカンドオピニオン評価表示を示す要求などの治療上の内容において明確な指

針を提供し始めるよう提唱している。 
3. 医療提供者間協力の推進：患者に対して複数の医療提供者が存在する場合、HIT は関連情
報を確実に共有し、医療提供者間のコミュニケーションを促進することで、医療の連続性や品質

を最適化できると予測される。 
4. 医療効率の向上：適切に配置すれば、HIT システムは医療サービスの監視分析を向上でき、
医療活動の提供に関わる資源を最大化できるはずである。2009 年に設立された政府の特殊機
関である ANAP は、最近設立された国の機関であり国の HIT システム同士の情報交換を担当
する ASIP と共に、病院の業績の監視を始める予定である。 

 
前述の通り、現在 HIT システムを使用してオフィスで医療情報の保存、アクセスを行っているのは一般開
業医の 70%に過ぎない。いくつかの医療ネットワークが、主にフランスの 22 の地区当局において、病院
および民間一般開業医の間におけるカルテ共有をサポートするために開発されている。医療提供者およ

び費用支払い者間における情報交換のネットワークはより広く開発されている。しかし、転送される情報は

実際の医療情報よりも、払い戻しに使用するコーディングに限られている。 
 
CDA（薬事ファイル）、HPRIM、HL7、LOINC および DICOM 3 などの国際データ標準規格が全体で使
用されている。 
 
フランスの国家プロジェクトである NSPR の当初の目的は、2004 年 8 月 13 日現在の法律で求められて
いる、個人の電子カルテへの市民によるアクセスを可能にすることであった。しかし、この目的では規模が

小さすぎることが分かり、必要な情報およびサービスの全医療関係者への提供に広げられた。新たに設

立された機関であり 140 名の従業員を擁する ASIP は上記業務を専任している。また、ASIP は、医療制
度の相互運用性および医療データのセキュリティについて国の標準規格を確立する責任も負っている。 
 

◎全国 /地方の EHRアプローチ  

フランスが今後全国 EHR をどのように開発しようとしているかを理解するには、以下の原則が役立つ。 
 

• データの二重入力がないこと（つまり、地方のシステムと国のレポジトリ―NSPR/DMP を接続させ
る予定がある。） 

• 情報は恒久的に入手可能（つまり、動きのある医療トランザクションデータは常にローカルシステ
ムから国のレポジトリへ送られ、そこで安全に保管される。） 

 
ASIP が地方システムへの干渉を望まず、場合によっては重複を減らすため地方当局が国のレポジトリ
（NR）へ送られる情報を制限するよう決定できる一方、ASIP は最小限必要な情報交換を実施するための
国による調整の枠組みを普及する予定である。 
 
このことは、適切な規格を作り、期待を抱かせるために、医療制度およびデータの調整者、ユーザおよび

ベンダーの間で全国的な議論が行われることを意味している。 
 
以下のブロック図は、フランスの HIT システムがカテゴリ#2‐連合型（患者データが地方に存在）および
カテゴリ#3‐サービス指向型（ローカルデータが中央で維持されている EHR に送られる）の両方に相当
する要素を持っていることを示している。 
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注：	 EHR は単なるデータのレポジトリシステムとは異なるサービスであり、処理を行う。詳細については次のスライド

を参照。	 

【EHRのガバナンス】  

◎法律 /規制  
患者のプライバシーは深刻な問題である。法律により国の機関である ASIP は患者データを保護する義
務と責任を有する。これは地方や地域ではなく国の責任と見なされている。 
 
患者データにアクセスできる医療提供者は、患者の許可を受けなければならない。記録に対するアクセス

は監視されており、最終的にはユーザが認証しなければならない。すべての患者情報が DMP へ送られ
るわけではないが、指定された最小限の情報が法的に要求される。さらなる付加価値サービスが患者医

療の一部として提供されるにつれて、関係者が進んでそれらを DMP HIT システムに追加しようとすること
が予想される。 
 

◎医療政策  

フランスは国の HITに関しては開発のごく初期段階にいる。 
 
専用の ID 番号（INS）がカルテにアクセスするために作成されている。法律により、INS は患者のカルテ
にアクセスするために使用し、他の識別子は一切使ってはならないと定められている。フランスの住民は

一人一人が数十年間にわたって社会保障番号を所有しているが、医療情報に関しては不十分な匿名性

しか提供できず、不適切であることが判明した。 
 
特殊機関である Commission Nationale Informatique et Liberté（CNIL）は、個人情報が公的機関により作
成、保存または使用できるかについて政策提言を行う。CNIL は社会保障番号を使用させることを拒み、
新たな医療 ID の作成を要求した。ID カードはフランスでは必須である。患者の人口統計学的レポートで
は国の ID またはパスポート番号を使用できる。 
 
誰でも DMP プロジェクトからオプトアウトする権利がある。従って、患者個人が国のシステムに提供したい
情報を認証しなければならない。治療している医師が署名した患者情報をすべて引き出すことは可能だ

が、変更はできない。さらに、患者には自分で情報を追加する機会を設けている。 
 
医療提供者および医療組織がデータの品質に責任を負う。 
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共有する医療レポートまたは実験結果に限定したサービスが一部の地域で開始されているが、国の方針

は、完全に相互運用可能な情報システムの国の枠組みを構築することである。 
 

◎EHRの資金調達  

CNAM は ASIP を通して、国のインフラ、患者のポータル、全国医療 ID を実施することに資金を提供す
る。変更管理は ASIP と医療提供者が共同で行い、ソフトウェアはベンダー企業により開発されている。 
 

【技術】  
国のシステムアーキテクチャは、中央レポジトリおよびフィーダーレパートリーを含む医療エンタープライズ

統合（IHE）の原則に基づいている。情報は地域組織から DMP へ送られ、コピーできる（つまりローカル
システムで保持され DMP へ送信される）。DMP への情報供給処理は、ソフトウェアがフランスの DMP と
互換性がある限り、産業界によって実現され、維持される。このような相互運用性モジュールが既存のソフ

トウェアに接続されることになるだろう。 
 
患者の識別処理は、スマートカードシステム経由のアクセスと共に国の ID 番号を利用する。医療提供者
も、個人的な手術においてスマートカードで識別されており、病院も今後 3 年以内にスマートカードを使
用すると予想されている。 
 
これまでの病院では、HCP は病院情報システム（HIS）によって識別されており、DMP へ送られる情報は
病院によって電子的な署名が行われる。 
 

【導入・採用】  
フランスにおける導入は、相互運用性の欠如、不完全な標準化、不十分な訓練および不適切な医療提

供者のサポートなど、昔ながらの障害がいまだにあり、依然として大きな課題である。 
 
フランス保健省が述べているように、実施が困難であることから得られた教訓には以下のものが挙げられ

る。 
 

• 完全に構成されたデータよりも使用中の臨床文書から始める極めて実用的な方法が必要。  
• プロジェクトの最初からすべての関係者（患者、医療提供者、ベンダーおよび政府機関）が共同
で関与する必要。ASIPにより組織され、その支援を受けるべきである。 

• 実施過程の初期に、国の EHRのための枠組みが必要。 
 
関係者全員が同じ目標を持っているわけではないと認識しなければならない。患者は素早いアクセス、便

利で面倒な行政手続きがなく、質の高い医療を受けたいと考えている。医療提供者は役に立つ情報を自

動的に入手でき、現在のワークフローを支援する方法で利用できることを求めている。ベンダーは儲かる

事業のために開発できる安定した市場を求めている。そして政府機関は、全住民が受ける医療サービス

の性能、費用、品質全体に関心を持っている。 
 
HIT プロジェクトは、上記の目標が実施過程全体で明確に理解できる状態であれば、導入が成功するだ
ろうという価値観を広めてきた。 
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【結果】  
主要な指標は使い方である。我々は DMP 内に患者ファイルが何個作成され、何回アクセスされたか（月
別、年別、医療事例別）を監視する予定である。その上に、提供された医療サービスの品質評価プログラ

ムを開発、設置する予定である。 
 

◎メリット  

従来の ROI計算に基づいた HIT のメリット分析は困難なだけでなく、不正確な点が多すぎて価値がない。 
我々が想定している公的医療のメリットはより質的なものであり、以下のものが含まれる。 
 

• 患者による関与の向上 
• より一定した、時宜にかなって信頼性のあるサービス（例えば予防接種、継続投薬、およびマン
モグラフィー、PAP試験、前立腺検査などの定期診断方法） 

• 医療の継続性の向上、および 
• 医療資源のより効果的な使用 

 

◎実施経験から得た見識  
実現可能性をテストするためほぼ 20 の試験的プロジェクトが開始され、それらの一部は国の枠組みと互
換性を持たせた後に継続、拡張される予定である。例えば、調剤に関するプロジェクトは大きな苦情も拒

否もなく 100 万人を超える患者により使用されている。このような薬局のサービスおよびデータベースは、
患者に処方されたすべての薬を各薬剤師が閲覧可能で、副作用が起こる恐れがある場合には警告が出

されるよう、全国規模に拡大されている。 
 

【次のステップ】  

ASIP および ANAP（病院の業績に責任を負う機関）が、設立されつつある。本プロジェクトの次のステッ
プは以下の通りである。 

1. ASIP は、共有される医療情報システムのすべてが順守すべき相互運用性およびセキュリティの
標準規格を作成する。 

2. NR に対するデータ入力、取り出しの標準規格順守に関して、すべてのソフトウェアシステムベン
ダーが窓口となる。 

3. NRへのデータ送信を開始するため病院がオンライン化され、地域パイロットとして使用される。 
4. 複数の地域、地方の変更管理チームを立ち上げて、HCP（病院のスタッフと同様民間）が NR を
最大限に活用し、改善策を提案できるようにする。 
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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 15％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」で厳格に規定しており、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。2009年 1月より、全国医療トラストは
保険料（所得比率）を徴収し、各保険会社に対して患者一人あたりの「疾患危険指標」に基づいた定額給

付を実施している。 
 
この制度に関して、政府による実質的な助成金は存在しない。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、政府の干渉をほとんど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今後直面するであろう。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 
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【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 ヘルスアプリケーション
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。医療テ

レマティクス関連の重要なアプリケーションについては、程度の差はあるが全て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（RFP）の作成
や要求、EHR（ドイツでは EPA（electronic patient folder：電子患者フォルダー）と呼ばれている）の認証を
行ってきた。EHR 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一人
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、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 3 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、国内グループに参加している。多くのドイツ e ヘルス関
係者からの協力が得られないため、「eヘルス ISO委員会」（TC 215 Health Informatics）との協力レベル
は P（正式メンバー）から O（オブザーバーレベル）へと縮小する予定である。 
 

◎全国 /地方の EHRアプローチ  

電子患者フォルダー（EPA）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、研究所で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、医療カードの導入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。 
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「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。 
 
 
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。 
 

 
 
信頼でき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。HL7v3 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。そして、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、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、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、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。 
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◎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 ヘルス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、見解が異なる各 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 ヘルスプロジェクトは、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ヘルス関連の設計に対しては 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 ヘルスプロジェクトを検証し、コメントした。また、司法省は e ヘルスプロジェクトに
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
ヘルス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 ヘルス関連の規制は、医療機器指令の
法律（EC 規制、FDA と類似）には分類されない。しかし医療カードやそのインフラは、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「ICD-
10GM」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ヘルスカードを使用して、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 ヘルス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。 

 

【EHRの資金調達】  

ドイツの医療テレマティクスでは、通常、費用支払団体が「全ての費用」を負担する。集中管理型の医療

テレマティクスサーバーは、支払者の資金を効率的に運用する Selbstverwaltung を通じて資金調達が行
われる。ネットワークの運用資金についても同様である。個人医療カードは、支払団体（保険会社）から被

保険者に対して直接発行される。一般開業医は Selbstverwaltung より資金給付を受け、テレマティクスの
インフラに安全に接続するための機器を購入するものの、一般開業医による EHR の使用は、その導入に
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伴う労力と医療的メリットとの対比の末、結局は「コスト論争」へとすりかえられてしまう。これは、一般開業

医は患者データの EHR 登録に要した時間に対する費用の償還（Abrechnungsziffer）を求めることができ
るからだ。 
 

【技術】  
基本階層は、暗証番号によりカード内の情報にのみアクセス可能なセキュリティ機能付きの標準暗号カー

ド、およびカード対カードの認証システムによって構成される。この個人カードには患者の秘密鍵暗号と

最低限の健康関連データが記録されている。患者の個人カードは、暗号識別機能搭載の安全なカードリ

ーダーによって医療従事者の個人カードと共に読み取られる。VPN としかるべきデータセンター間で安
全な SSL上に通信が確立される。アプリケーション情報は、WS-* 標準の SOAP（シンプルオブジェクトア
クセスプロトコル）によって送信される。さらに、患者と医療従事者のカードの秘密鍵暗号が採用されてい

るアプリケーションレベルでは、PKI（公開鍵）による X509 準拠の end-to-end の暗号化が行われる。持ち
運び自由な個人カードの信頼性を証明するため、一般開業医で使用されるハードウェアコネクター内に

は、秘密鍵暗号を使用したセキュリティーカードも挿入されている。EHR（EPA）の各要素に関する詳細設
計は、現在開発中である。 
 

【導入・採用】  

現在、ドイツのノルトライン地方には、医療カードシステム実現に向けた試験地域が 3 箇所あり、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。しかし、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。 
 
試験開始当初（2005 年～2006 年）、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。また、Gematik は既存の医療 IT の標準規格について学ぶ必要があったた
め、工業関連団体を介して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。複数の試験/導入プロジェクトを
同時進行で遂行するため、2009年現在も雇用強化のプロセスは継続中である。 
 
ノルトライン地方の既存の医療テレマティクスインフラは、その地域の全ての一般開業医および外来診療

提供機関が使用することができる。一般開業医および外来診療提供機関には、安全なテレマティクスア

プリケーションの基盤となるフロントエンドの端末、つまり患者と医療提供者の認証を行う信頼性と安全性

が確保されているハードウェアを用意するための資金が提供される。支払団体は、端末機器だけでなく、

バックエンドサーバーの設計にも資金提供している。システムへの登録は、一般開業医および外来診療

提供機関の自由意志に委ねられている。 
 

【結果】  

電子患者フォルダー（EPA）の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 EHRに登録している保険加入者の総数 
• 全ての EHRの（署名済み）データエントリーの総数 
• 各 EHR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、システム導入後の約 10 年間、保険会社は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。コスト削減の主要ポイントは以下の通りである。 
 

• 支払団体のワークフローの大幅な改善 
• 保険金の不正受給の減少 
• 診療/処方費用の不正受給の減少 
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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したりすることによる経費

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（例：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  
実地試験により以下の問題点が明らかになった。 
 

• 電子カードに必要な 6桁の暗証番号は、電子的操作の場合約 50%で再現できない。 
• 医療テレマティクスネットワークと暗号化/復号化の実態が、医師たちの期待とマッチしていない。 
• 患者は個人電子カードを家に忘れがちである。 

 

【次のステップ】  

ドイツ eヘルスカードの導入は 2008年末から開始された。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へと続く。 
 
テレマティクスサーバーおよび電子医療カードの電子処方箋（e-Rezept）に関する機能は、2009 年から
2010年にかけて導入される。 
 
これに続くステップには、患者カードに記録する緊急用個人データも含まれる。 
ドイツ政府の政治連合体の次期有力候補は、2009 年末の連邦議会選挙で当選したら、e ヘルスプロジェ
クトを直ちに中止すると宣言している。 
 
政治的な問題を除けば、2010 年にはサーバー増強と新型電子医療カードの導入を伴う保険のオンライ
ン更新が行われる。これにより、一般開業医での各診療における電子医療カードの情報領域が更新され

ることになる。 
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ギリシャ  

 

【医療システムの概要】  

ギリシャは、ヨーロッパ南部のバルカン半島に位置しており、エーゲ海、イオニア海、地中海に囲まれてい

る。ギリシャの総面積は、132,000 km2で海岸線が 15 kmで 3,000 を超える島がある。 
 
Eurostat によると、2008 年のギリシャの人口は、1,120 万であった。2006 年のギリシャの平均寿命は、79.6
才で、乳児死亡率は出生 1,000人あたり 3.7人である。 
 
1983 年、ギリシャは 1397 法により国家医療システム（NHS）を設立した。この法律の目的は、「すべての
市民がサービス提供場所で、高品質で無料のあらゆる範囲のサービスを受けられることを保証」するもの

であった。しかし、この目的は、達成されていない。NHSは、中央に集中して、断片的な範囲を対象として
おり、平等で効率の良いサービスを提供していない。公的資金では、要求が満たされないものとなり、ギリ

シャ市民はこのギャップを民間資金で埋めている。他の EU 諸国と比較して、ギリシャは最も多い「民間」
治療システムを持つ国の一つである。公的機関の支出は、全医療費の 56.3%であるが、民間健康保険は
医療費の 2.3%であり、自費負担による支払いは、41.4%となっている。2008年、ギリシャの医療費は GDP
の 9.1%であり、OECD諸国の平均 8.9%よりも高くなっている。 
 
医療費補償は、NHS、健康保険基金、民間医療保険により提供される。約 30 の各種保険会社が、人口
のおよそ 95%に対して補償を提供している。その 3 大会社は、IKA、OGA、OAEE である。IKA は労働
者を対象としており、OGA は農業就労者を対象、OAEE は専門職、中小企業、商店主を対象としている。
人口の 8%しか民間の医療保険に入っていない。 
 
2005 年、1,000 人あたり 3.9 の病床数が試算されていたが、時間とともにこの数字は落ちている。民間企
業では、病院治療のおよそ 30%を行っている。他の EU 諸国と比較して、ギリシャでは医者の余裕があり、
人口 1,000人あたり 4.9人である。 
 
NHS の中央集中をなくそうという取り組みは、2001 年に行われ、17 の地方医療システム（PESY）が設立
され、省庁と同じ構造が作られた。PESY は、その地域内で医療施設を管理している。2001 年の改革で
は、このネットワークを支援する方法として新しい情報システムの導入が奨励された。 
 
医療について民間企業による資金は問題があるため、ギリシャは、NHS を設立した 1983法を再検討して
おり、目標を実現するため IT サービスを使用して、医療の品質と安全性を改善することに焦点を当てて
いる。 
 

【国の EHRプログラム】  

◎国の  IT/ICTの現状および戦略   
2002 年、ギリシャ政府は、IS イニシアティブを発行し、ギリシャの生活の質全体を向上するため ICT を使
用する計画を説明した。これには、医療施設への IT システムの導入も含まれる。情報システムは、NHS
の中央集中化を防ぎ、医療の質を監視し、公共医療プログラムを進展させるためには、必須である。 
 
2006 年 6 月、保健および社会連帯省は、医療サービスの質と安全性についての国家戦略を「知識社
会」と「e-ヘルスロードマップ」に提示した。このイニシアティブの目的は、法規枠組みを設定し、e-ヘルス
サービスの進展を監視する組織を作り、基本的なインフラ、電子サービスおよび基準を展開することであ

った。 
 
特に、省庁は、医療の品質と安全性の向上のために国家医療情報システム（NHIS）を使用することを希
望した。NHIS 内のプロジェクトには、アクセスを向上、手続きを簡素化、医師と病院とのコミュニケーション
をサポートするための患者サービスの進展が含まれている。IASYSは、NHISの情報を管理し、国家電子
カルテのインフラを持っている。データ管理システムである IASYS は、情報の受領と交換や情報、データ
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センター、アプリケーションの取得、アクセス、配布の規則に関して、受け取り側となる。IASYSの第一フェ
ーズには、全国で 18の病院が対象となり、現在導入されているシステムの 相互運用能力が評価される。
これは、パイロットプログラムと地方レベルでの統合を含めた e-ヘルス計画の最初の作業と同じである。全
国レベルでの統合は、2012年に計画されている。 
 

【全国 /地方の EHRアプローチ】  
NHIS において、EHR プログラムの目的は、「市民がシステムと対話し、接触する時に、絶対に安全な形
で医療システム内の医療情報が干渉されずに流用できるようにする」ことである。全国 EHR には、各市民
の医療データの一部が含まれる予定で、これは IASYSで利用可能で、全国的および国際的な各種医療
施設からアクセスができるものとなっている。 
 
最新の EHR を準備する場合、EHR プログラムの初期段階には、二つの地方データの展開が含まれる。
一つは、病院システムからの格納データで、もう一つは地方行政府からのデータである。この段階での予

算は、5,300万ユーロである。全国 EHRの要求条件には、次のものが含まれている。 
 

• 市民、医療専門職および医療提供者の全国 IDシステム 
• アクセスおよび安全性の方針 
• 活動（照会、処方箋など）履行の権利 
• 医療サービス、システム、情報、コードおよび用語の全国統一基準 

 
技術委員会は、2 年間のプロジェクトで作業グループを管理し、一定基準のサービスと高品質のプロセス
や臨床経路、照会、医療記録、IASYS内の全国医療記録のための内容条件の作成を行う。 
 

【EHRのガバナンス】  

◎法律 /規制   
ギリシャの現在の医療 IT 技術の多くは、標準化および相互運用性についての方針が決まる前に導入さ
れている。このため資金と相互運用の課題が生じている。恒久的な構造が設定するまでは、標準化方針

は、中央医療評議会と全国標準化機構（ELOT）により決められる。 
 
ギリシャのデータ保護機関は、EHR 安全方針について決定を行う。このグループは、ギリシャの個人の権
利と民主主義の状態に関するあらゆる決定を監督している。EHR の安全方針を設定する前に、データ保
護機関は、現在の規制環境の評価を行う。現在、IASYS に含まれているデータは、患者の同意を必要と
し、医療専門職のみがアクセス可能である。ギリシャ市民は、国の EHR の導入を成功させるためには非
常に高品質な安全計画が不可欠であるため、信頼の構築に取り組んでいる。 
 

◎医療政策   
EHR は、国全体のレベルに拡大する前に、地域内の患者への医療を継続するため、地域医療情報ネッ
トワーク（RHIN）内で最初に運営される。RHIN は地域医療機関を統率しており、この機関は、ギリシャ医
療システム内の独立した団体で、複数の医療施設を管理している。RHN は、RHC 間のコミュニケーショ
ンを認め、EHR を使用することで、この取り組みが支援される。 
 
永久的な組織が作られるまで、医療 IT サービスは、暫定的に保健および社会連帯省の「医療 2015」オ
フィスにより支援される。今後は、NHISは、National Center for Quality of Healthcare Services（EKEPYY）
と Center of Information Management and Technical Support of Healthcare Systems（KEPYSY）により指導
される。医療情報機関である EKEPYY は、医療情報、利用、有用性、情報の開発やサービスの質に関
するデータの公開に関する方針や戦略を示すことで、NHIS 戦略を指導する。KEPYSY は、運営計画、
開発および技術サポート枠組みを含めた NHISのサポート資源を監視する。 
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◎EHRの資金調達  
ギリシャの e-ヘルスサービスの資金調達は、医療技術採用に関する規制がないため課題となっている。
資金調達プロセスに関する特定の方針は、この基準が設定されるまで決めることができない。e-ヘルスプ
ログラム用の資金は、保健および社会連帯省の予算、公的投資プログラムおよび民間資本を源としてい

る。 
 
EU-R&D（ヨーロッパ連合研究開発）は、ギリシャで現在行われている研究技術プロジェクトの資金につい
て多くの部分を負担している。研究およびパイロットプロジェクトを行っている他の組織には、Regional 
Government of Crete、Regional Information Society、Foundation for Research and Technology（FORTH）、
Center for Medical Informatics and Health Telematics Applicationsがある。 
 

◎技術  

ギリシャは、新技術およびブロードバンドサービスの使用点で EU 諸国の中では最も低いランキングとな
っている。このため、患者と医療提供者の両方に対して医療 ICT の使用が遅れている。しかし、政府のデ
ジタル戦略 2006-2013 により、ブロードバンドサービスが拡大し、ギリシャ市民による高速インターネットの
使用が増えた。 
 
NHIS の技術インフラは、ギリシャの HL7 支局により開発される。NHIS を支援するため、グループは相互
運用研究機関を運営することを計画している。 
 

◎導入・採用   
病院情報システムは、ギリシャ国内にはまだ大きく広がっていないが、このシステムを使用している患者と

医療提供者は満足している。採用に関して躊躇するのは、ギリシャ国内で ITの使用が全体的に不足して
いることが理由である。 
 

【結果】  

◎メリット  
e-ヘルスプログラムは、現在試験導入段階であるため、達成されているメリットに関するデータはあまりな
い。省庁の予測では、医療システム全体にわたって患者情報が行き渡るようにすることで、e-ヘルスサー
ビスが患者全体の経験を向上してくれると考えている。さらに、NHIS を使用して NHS を評価するために
医療サービスの使用と医者の技量に関するデータを収集している。この結果、医療サービスの質を向上

することになる。 
 

◎実施経験から得た見識  
HYGEIAnet は、クレタの RHIN であり、統合電子カルテ（iEHR）を導入したものである。iEHR は、継続し
た医療をサポートし、e-ヘルスサービス用の内容を提供している。iEHR はそれ自体 EHR ではないが、代
わりに EHR 情報にアクセスすることのできるサービスである。HYGEIAnet プロジェクトは現在のところ成
功をおさめており、他の地域でも同様のプロジェクトが行われることになっている。 
 
ツイスタープロジェクトは、ワイヤレス、衛星ブロードバンドによるハイブリッドネットワークを使用して、e-ヘ
ルスサービスを導入しようとするものであった。ツイスターには、3 つの主な医療センターがあった。クレタ
島および南エーゲ海のコミュニティオフィス、Prehospital Emergency Coordination センター、Venizelio-
Pananion病院である。このプロジェクトで展開されるサービスの一つには、PC と CO間の EHRがある。共
有の EHRは、一次医療センター情報システム（PHCCIS）によりサポートされている。これは一次医療用に
開発されたウェブを基本とした IS である。CO での共有 EHR へのアクセスにより EHR の採用が増加し、
2007 年にカラクスでは 45%になった。医療提供者と患者の調査により、EHR へのサポートは医療の提供
を改善することが分かっている。 
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アテネのソチリア病院の e-ヘルスチームは、慢性病患者の e-ヘルスサービスに関するプロジェクトを実施
した。患者は、外来リハビリプログラムと家庭のプログラムに参加した。このプロジェクトの一環として、各患

者に対して、EHR が作成された。家庭の訪問を終えた看護師は、ラップトップパソコンで患者の EHR に
アクセスして、質の高い治療をサポートできるようにした。プロジェクト全体では、患者の入院が減少し、患

者が自分の病気に対する知識を増やすことができた。 
 

【次のステップ】  
データは、パイロットプログラムから収集しているため、ギリシャの e-ヘルスプログラムの次のステップは、
国全体のレベルでこのサービスを導入していくことである。 
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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 人/女性一人あたりで、人口維持に必要な出生率 2.2 人を大きく下回っている。出生
時の平均余命は 79 年であり、これはオランダの人口が高齢化し、今後 10 年以内に労働人口が減少す
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）はオランダの大

都市圏で、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
成されている。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みヨーロッパでも最大級の
メトロポリタンエリアの一つだ。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。 
 
オランダの医療市場は、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（病院など）の
90％以上は、民間により非営利を基本として運営されている。残りの 10%は、公立の大学病院や新興の
小規模な営利病院である。一次治療および救急処置は、強制健康保険により補償され、保険会社は長

期治療と例外的治療費について国の資金を管理している。地方評議会は、健康状態に関する非医療サ

ポート（掃除、食事の配達など）の資金を管理している。2005 年に、新しい病院会計システムが導入され
た。診断治療併用（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、2010 年に完全運用される予定である。2008 年に、類
似のシステムが精神治療や慢性病の治療チェーン（慢性病治療のための水平および複数のセグメントに

わたる資金提供）を作るために導入された。法医学的治療の場合、これは精神障害のため犯罪を犯し拘

置所にいる人の精神治療が主である。また、拘置所と類似のシステムが建設中である。長期治療は、正

式に決められた必要な治療指示に基づいて、個人の予算と重症度に応じた治療パッケージにより行われ

る。 
 
2006 年、総合病院の総病床数は 44,784 であり、大学病院等の病床数は 6,624 であった。病院あたりの
病床数は、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
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。人口 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ため、多くの医療機関にとっての重要課題は、顧客/患者
の代表である保険会社および多くの場合一般開業医である紹介元との良好な関係構築である。これは、

近い将来、患者の選択肢がさらに重要になることを意味している。 
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【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、2008 年のインターネットの普及率は
86％にのぼる。全家庭の 74％はブロードバンド接続であり、ヨーロッパでは第 4 位、世界 5 位の水準に
位置する。このインフラは、国の ICT 戦略の確固とした基盤になっており、その主な要素は、メッセージン
グ（HL7v3）の標準化、識別と認証と意味情報の相互運用性を段階的に実施していくことである。オランダ
政府は集中管理型の電子患者カルテ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いくつか

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、

必要な時に、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でなければならない。 
 
現在、ほぼすべての一般開業医と多くの一次医療提供機関は EHR を導入しており、すべての病院は電
子患者情報システム（IS）を採用している。これらのシステムの一般的特徴は、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にすぎず、患者またはプロセスの視点を欠いている。 
 
完全な国レベルの EHR を展開、導入するために、いくつかの発行が行われてきた。最初の章は、次の二
部で構成されている。（1）Deputizing Practitioner Record（“Waarneemdossier voor Huisartsen ”すなわち
WDH）– 時間外医療サービスに支援を提供するための一般開業医からの医療サマリー （2）Electronic 
Medication Record（“Elektronisch Medicatie Dossier ”すなわち EMD）– 処方箋歴。導入後、EHRが追加
情報を異なる治療の場所でも共有できるように拡張することが意図されている。 
 
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、複数の地域システム

やローカルシステムに保存されている臨床情報を検索することができる。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た。EMD と WDH 両方の機能は、これらの地域でテストさ
れ、このテストに基づいて、アーキテクチャが大幅に改善された。特に、治療者の認証に使用される UZI
カードについては改善された。2009 年および 2010 年には、ローカルシステムと国の EHR システムとの
接続が主な ICT 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期待している。すべて
の医療提供者を国の EHRへ強制的に接続する法律が 2010年に施行されると期待されている。 
 

◎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、「連合型」モデルに分類される。AORTA
は、一般開業医、薬局、病院が使用する地方の医療システムでの患者データの交換が可能なインフラを

作っている。また、AORTA インフラは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、ソースシステムに保存され、EHR がその医
療行為をサポートしている。 
 
同時に、はっきりとサービスが展開されていることや SOA 概念が採用されていることも知っている。この点
で、重要な方針ガイドラインとは、医療機関が、オランダ e-政府プログラムの枠組み内で展開している、展
開されるであろうアーキテクチャと設備にできるだけ従わなければならないということを示すものである。e-
政府の概念は、SOA に基づいており、システムは次のような主な原則に従って運用されている。市民また
は企業の登録が一度だけ必要である。各顧客に対して登録番号を一つ発行する。認証には一つの安全

なシステムを使用している。サービスのいくつかは、すでに展開されている。 
 

• DigiD は、市民と会社のデジタルアイデンティティの略である。DigiD は、システムへのアクセス
時にオランダ政府が市民および企業のアイデンティティと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 は、オランダ政府により、また政府内で、電子通信の安全性を確保するために設計
された公的主要インフラ（PKI）の名前である。PKI は、政府機関が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。 
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• 政府サービスバスは、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）は、市民がすべての公的サービスにアクセスするための
もので、プロファイルに基づいた個人情報を再利用する。PIP は、関連するサービスの現在の状
態を提供する。 

 

【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。EHR アーキテクチャ、新システムとサービスは、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。一般のプライバシー保護法

や患者の権利に関する個別の法律が適用される。各個人は、どの医療提供者が特定のデータにアクセ

スすることができるかを（役割に基づいて）選択したり、制限する権利を持っている。2009 年 2 月に、
「EHR Act」と呼ばれる法律がオランダ議会を通過した。この法律の主な目的は、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を適切に記録するため電子システムを使用することを義務付け

るものである。またこの EHR システムは、ナショナルスイッチポイントに接続される。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交換し、患者が記録情報の閲覧やアクセスの制限を行

うことができる。 
 

◎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 法は、これらの障害を克服するために制定されたも
のである。 
 
データの使用は、国の医療従事者レジストリ（BIG レジスタ）に確認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厳しく制限されており、医療提供目的での使用のみが許さ

れる。現在、EHR システムの主な目的は、治療の継続性を提供することであり、その他の機能はまだ想定
されていない。医療機関やソフトウェアシステムにも認証され（その必要があり）、セキュリティおよびプライ

バシー関連の最小条件に従っていなければならない。情報インフラは、プライバシーおよび患者の権利

に関するヨーロッパやオランダの法律に準拠している。初期段階では、すべての法的必要条件は満足で

きないかもしれないが、時間と共に解決されると思われる。 
 

【技術】  

オランダの EHR システムの中心は、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、ロ
ーカルシステム間の臨床情報を検索し、交換できるようにする。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  
• 情報の交換を可能にするコミュニケーション「エージェント」   

 
国の患者に対する特定のＩＤの付与には、国民サービス番号（または BSN）および各患者の現場では法
定の身元確認資料による強制 ID が用いられる。医療従事者の識別および認証は、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が使用される。国のスイッチポイントはインターシ
ステムアンサンブルプラットフォームに基づいて現在導入されている。 
 
データは、ローカルソースに保存される。データのポインターは、中央の Act Reference Registryで収集さ
れ、情報モデルは、HL7v3 を基本としている。（HL7v3 クエリーの結果システムが送った場合の）データは、
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HL7v3 メッセージまたは HL7v3 文書（CDA）を集めたものとなる。すべての医療従事者は、国のインフラ
と通信する場合、ユーザ識別/認証の証として使用できる UZI カードを要求することができる。UZI カード
には、アクセス制御に使用される医療提供者の役割も含まれている。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 HL7v3 であり、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
ているのではないが、さらなる開発を行うため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。それどころか、
インタフェース仕様が含まれるガイドラインを発行している。このガイドラインは、国の通信と協調の点にお

いて必要な要素だけを対象としている。このガイドラインを厳守することによって、医療提供者は国のイン

フラへの接続資格が付与される。資格認定プロセスの重要な箇所には、使用するソフトウェアの必要条件

が含まれる。2008 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 15 社で、昨年より 1 社増えただけである。大手のベンダーのいくつかがまだ入ってい
ない。2010年の強制接続が控えているため、ほとんどのベンダーは 2009年の予定に接続資格を組み入
れた。 
 

【導入・  採用】  
過去数年間、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。もちろん、試験導入時期には技術問題

が表面化したが、熱意と採用がないのは、組織と政治的問題によることが原因となっている。さらに、この

ような EHR システムを開発し、使用するためのはっきりとしたビジネスモデルがほとんどの個人医療提供
者および ICT ベンダーのために利用できないので、オランダ政府は現実的課題に直面している。国レベ
ルの EHR システムに対する主な議論は、患者の安全性（医療過誤の減少）と病院許可の削減（費用削
減）である。このような議論は、個人医療提供者がこのシステムに投資をし、新しいプライバシー法に対処

するために時間のかかる手順を採用するには あまり説得力がない。また、ICT ベンダーは、顧客が新し
いシステムを購入することがはっきりしないかぎり、システム更新のための投資には積極的ではない。試験

導入が 2008 年にいろいろな結果で終り、4 つの地域に限定されている場合、EHR の最初から第二段階
までの採用に関しては、残りの 2009 年と 2010 年は非常に重要である。WDH の導入は、一般開業医と
地域での夜間休日の診療の組み合わせだけに焦点を当てている。地域での夜間休日の診療の設立は、

採用において鍵であった。というのは、参加する一般開業医から患者情報が得られないからである。病院

の緊急治療部門を含めた緊急の場合も同様の形式が構想されている。 
 
理想的には、すべての薬局や病院からの投薬情報を含む 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、病院での EHR の導入には大変
時間がかかっているため、他の二次または三次医療提供者まで届いていない。また薬局は、自分達が保

有する情報を共有することを躊躇している。というのは、情報共有に対するインセンティブも用意されてい

ないからである。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と主張している。 
 

【結果】  

◎メリット  
EHR（EMRおよびWDH）の導入第 2段階までの最初の効果は、以下のように示されている。 
 

• 事務処理コスト削減 = 280万ユーロ 
• 患者搬送コスト削減 = 23万ユーロ 
• 重複診療の削減 = 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 
• 欠勤コストの削減 = 300万ユーロ 
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この数字は、多くの関係者により議論されており、まだ実際の証明となるものは集められていない。その理

由は、試験導入の評価は、全国的な展開を妨げかねない技術および機能面に集中しているからである。

実際のメリットの証拠となるものは、EHR を全国レベルで広く使用できるかどうかである。 
 

◎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
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
ーロッパでの公式入札を完了した。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。2006
年から 2008 年は、4 つの地域における試験運用に苦しんだがうまく完了し、電子処方箋（投薬記録
EMD を含む）および WDH へのサポートに焦点が当てられた。本格運用を展開するうえで、主な障害は、
AORTA の基準、要求条件にシステムを合わせる必要のある 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。最近 3 年間は、ICT ベンダーは、旧式の Edifact 基準に基づいた地域ネットワ
ークを積極的に導入している。これらネットワークは第一段階の EHR とほとんど同じ機能を持っているた
め（ただし、プライバシーと全国レベルを対象とすることについての強い要求条件を除く）、個別の医療提

供者の明確なビジネスの実例が不足している。もう一つ学んだ重要な点は、患者の治療を受ける地域で

のそのような抜本的な改革の適用範囲のことである。言い換えると、EHR システムの導入は、医療提供者
の協力や医療ネットワーク内での立場に、大きな影響を及ぼしているということである。医療提供者は、立

場を地域ネットワーク内で高めてくれるシステムや、患者/顧客との関係を確保し、向上してくれるシステム
に投資を望んでいる。彼らは、全国レベルの EHRシステムに投資する準備はまだできていない。 
 
2008 年、患者のプライバシーに関する新しい問題が発生した。保健省は、すべてのオランダ国民に全国
レベルの EHR システムの内容について説明した。この結果、個人医療データの収集と管理について新
たな質問がなされた。このため、オランダ EHR システムのセキュリティアーキテクチャ全体が慎重に再度
分析されることになる。この調査の結果が出るまで、ナショナルスイッチポイントは運用できない状態にな

った。さらに、患者は、AORTA により国の情報共有施策を「選択」する機会を与えられている。全国レベ
ルの EHR での実際の経験がほとんどないという事実を踏まえて、患者および医療提供者の多くのグルー
プは非常に慎重で、患者に「選択」権を使用して、正式な異議申し立てを行うよう呼びかけた。2009 年 3
月までに、40 万を超える異議申し立てが（書面で）受領されている。このため、担当の機関およびシステ
ムでは処理上の問題が発生している。 
 
現在、4つの地域で、EMD またはWDH を全国展開しようとするところである。この地域の内、3箇所では、
地域スイッチポイントが AORTA に追加され、機能が加えられた。我々の見解では、AORTA 導入が成功
するかどうかは、医療提供者のために直接追加される価値によって決まる。 
 

【次のステップ】  
病理学、研究機関結果、電子処方箋（電子薬剤記録を充実させるものとして）、電子糖尿病記録、緊急治

療記録などの新しい EHRが現在いくつか開発中である。 
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スウェーデン  

 

【医療システムの概要】  

◎人口統計  
2008年スウェーデンの人口はおよそ 9,253,675人と推定され、同国はヨーロッパ第五位の規模である。大
都市圏を除いて人口密度は 1 平方キロメートルあたり 20 人と低い。人口の 84%が国の総面積のわずか
1.3%を占める都市部に居住する。 
 
出生数は男性が女性より多い。65 歳以下の人口は男性が女性を上回る。それ以上の年齢層では女性の
寿命が男性よりも長いため、女性の割合が大幅に高い。スウェーデンの平均寿命は年々伸びている。

2008 年、平均寿命は男性が 79 歳、女性が 83 歳であった。これは心臓発作、脳卒中の両方が減少した
ためと考えられる。80 歳以上の人口は全人口の 5%をわずかに上回っており、そのためスウェーデンはヨ
ーロッパで高齢者の割合が最も高い国となっている。 
 

◎スウェーデンの医療サービス  
スウェーデンは国民全体が医療サービスを平等に利用でき、医療制度の費用は国が負担している。スウ

ェーデンでは、医療提供義務は郡評議会、場合によっては市町村に分散されている。市町村は住民が

必要な支援を確実にうけられるようにする責任を負い、保健医療サービスに関しては、郡は特別施設に

居住している高齢者、障害者の介護責任を負っている。国内の半分の市町村が、在宅高齢者および障

害者の介護に関する責任を引き継ぐことについて郡評議会に同意している。他の市町村では、そのような

介護は現在も郡評議会の責任となっている。 
 
郡評議会は、医師が提供する医療の責任を常に負う。スウェーデンの保健医療政策によると、すべての

郡評議会が住民に高品質の医療サービスおよび医療を提供すると共に、全住民の健康を増進しなけれ

ばならない。スウェーデンは 20 の郡評議会に分かれており、これらの地方の人口は 6 万から 190 万と
様々である。どのような医療を企画、提供すべきかを決定する際、郡評議会はかなりの柔軟性を持ってお

り、そのため地域によって医療の内容が大幅に異なる。国レベルでは、いくつかの医療関係当局が存在

する。National Board of Health and Welfare は、中央政府の専門機関および監督機関として基本的な役
割を果たしている。その他に Medical Responsibility Board、Swedish Council on Technology Assessment 
in Health Care、Pharmaceutical Benefits Board、Medical Products Agency、および国の薬局チェーンであ
る国有 Apoteket ABなどがある。 
 
スウェーデンの一次医療は、従来多くのヨーロッパ諸国に比べ果たす役割が小さかった。しかし現在では

一次医療を保健医療制度の基礎とすることを目指している。今日では医療のほとんどを医療センターで

提供し、患者が担当医師を自分で選べるようにすることを目指している。医療センターの約 25%が郡から
委託を受けた民間企業により運営されている（例えば小児、妊婦向けの専門クリニックなど）。緊急医院は

郡評議会がすべて所有しているが、医療サービスは請負業者に委託できる。非緊急診療の場合、いくつ

かの民間のクリニックがあり、そこでは、郡評議会が足りないサービスを買い取って提供している。これは、

医療サービスをより利用しやすくするために欠かせない要素である。スウェーデンでは、合計で 60 の病
院で緊急治療室が付いた専門医療を 1 日 24 時間提供している。そのうち 8 箇所は地域病院であり、合
計病床数は 8,830 床、そこでは高度な専門医療が行われ教育研究機関も置かれている。これら 8 箇所
の地域病院は以下の通りである。 
 

• サールグレンスカ大学病院、イェーテボリ（病床数 2,300） 
• カロリンスカ大学病院、ストックホルム（病床数 1,600） 
• ルンド大学病院（病床数 1,180） 
• ウプサラ 大学病院（病床数 1,130） 
• マルメ大学病院（病床数 760） 
• リンヒェーピング大学病院（病床数 640） 
• エーレブルー大学病院（病床数 620） 
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• ノーランズ大学病院、ウーメオー（病床数 600） 
 
医療の 71%は地方税で賄われている。郡評議会は平均税率 11%の所得税を徴収する権利を持ってい
る。国からの分担金も財源であり 16%を占めている。一方患者の自己負担はわずか 3%である。残る 10%
は販売などその他財源で賄われる。 
 

◎医療制度が直面する問題  

今日のスウェーデンの医療が抱える最も大きな問題の一つは、非緊急診療の待ち時間である。これは長

年の問題であり、特に要求の多い若年層にとって不満の種であった。第二の問題は、スウェーデン人口

が急速に高齢化に向かいつつあり、2020年には 75～84歳の人口がおよそ 22%に達するとみられている
ことである。この結果、複数の疾患を抱えた高齢の患者が出現し、病院に対する要求も変化する。注目に

値するのは、高度な専門医療の割合が高まることで、増大する患者数に対応することが必要となり、結果

としてスウェーデンおよびヨーロッパにおける専門医療にとって、数は少ないが集中的な医療のハブ拠点

が生まれているという事実である。 
 

【国の EHRプログラム】  

◎国の IT/ICTの現状および戦略  
IT技術によって取り組んでいる課題の一部は以下の通りである。 
 

• 医療スタッフによる患者情報へのアクセス 
• 患者の安全（すなわち患者のカルテにアクセスすることで適切な診断治療を確実に行うこと） 
• 患者情報（例えば患者が自分の日誌にアクセスできるようにする） 
• 作業の重複回避など、医療サービス提供を効率化、および 
• IT 能力の向上により、医療スタッフが地域間および異なる医療提供者間で患者移動が増加して
も対応できるようにすること 

 
2008年 7月 1日に施行された患者データ法は、市町村と郡が患者の病歴、日誌を共有できるようにする
ためものである。このことで逆に相互運用可能な IT システムが必要となる。異なる医療提供者（病院、民
間施設、市町村）間で患者情報を共有するためにシステムを開発する National Patient Overview 
Program が現在実施中である。このプログラムのテストが 2009 年に開始されようとしており、システムは今
後 2年以内に全国規模で導入されると見込まれている。 
 
16～84歳の人口の 80%以上が家庭でインターネットサービスを利用できる。 
 
患者データ法により、医療スタッフは様々なレベルの医療コミュニティから患者のカルテに電子的にアク

セスできるようになる。National Patient Overview Programの導入により、各医療提供者間における接続が
可能になり、これは 2 年以内に完全導入される予定である。現在スウェーデンの一次医療部門にある日
誌の 97%が電子化されている。同じことが病院内の日誌の 83%に当てはまる。 
 
現在、市民向け IT関連医療サービスのレベルを増やすプロジェクトがある。その一例に、市民により良い
情報と医療提供者へのアクセスを提供するため郡が運営するプロジェクトである「ヘルスケアオンザウェ

ブ」（Vård på webben）がある。同サービスは 2009年に開始される予定である。今日、市民が疾病および
薬品に関する情報を検索できるインターネットサービス（Sjukvårdsrådgivningen）がすでに稼働している。 
 
医療トランザクションに主として使用されている標準規格は HL7 だが、オープン EHR の下で導入された
EN 13606が今後国のアプリケーションに使用される予定である。 
 
エーレブルーはスウェーデンで最初に患者情報（patientöversikt）の共有システムを導入した都市であり、
2年後にはスウェーデンの全郡が同システムを導入するであろう。 
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e ヘルスの国家戦略において、スウェーデンは欧州委員会の e ヘルス行動計画で定められた「各加盟国
は 2005 年末までに、e ヘルス導入に向けた国または地方工程表を作成しなければならない。」という課
題に直面した。 
 
国の e ヘルス戦略は、上記の問題に国レベルでより高度な協力を行うことを目標にした長期計画の第一
段階となっている。2006 年に開始した第二段階は、国の郡評議会、市議会、および同セクターのその他
当事者および関係者間で、同戦略に対する支援の獲得を目指した。今後の作業に関する範囲、日程作

成、資金調達および意思決定手順などの問題もこの段階で議論された。国レベルでの ICT 問題に対応
する今後の作業の策定、実施および資金調達に関する政策の位置づけが、国の e ヘルス上部機関によ
り、上記議論の結果に基づいて行われた。また、第二段階の中心領域へと進む方法に関する報告書が、

2007年 3月に提出された。 
 
共同で行われる予定の作業は、6 つの行動領域に分類される。最初の 3 領域は医療および高齢者介護
において、より良い ICT基本条件を確立することに関するものである。後の 3領域は eヘルスソリューショ
ンを改善して患者の必要性に適合させることに関するものである。教育、研修および研究のイニシアティ

ブが、6領域すべてにとって極めて重要である。これら 6つの行動領域とは以下の通りである。 
 

1. 法規制を ICTの用途拡大に適合させること 
2. 共通の情報構造を作成 
3. 共通の技術インフラを作成 
4. 相互運用可能かつサポート可能な ICTシステムの実現 
5. 組織の境界を超えて情報へアクセス可能にすること、および 
6. 情報、サービスを市民が簡単にアクセスできる状態にすること。 

 

◎国 /地方の EHRアプローチ  

 
 
注：	 EHR は単なるデータのレポジトリシステムとは異なるサービスであり、処理を行う。詳細については次のスライド

を参照。	 

 
スウェーデンは、カテゴリ#1 と#2 を複合したものを目指している。患者データはほとんどが地方レベルで
保存されている。同時に、SOA は地方/地域の医療施設が国レベルと連携する方法である。National 
Patient Overview（NPÖ）および National Security Service（BIF）は、上記の方法で設計されている。指針
を統合し、より詳細なものにするため、いくつかのプロジェクトが 2006 年から 2007 年にかけて開始された。
NARRR は、ルール、指針および提言に国としての枠組みをもたらすことを目指すプロジェクトである。そ
の他のプロジェクトは、HL7v3 や EHRcom などのメッセージフォーマットをどのように文書化し構築するか
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について、内容、および方法だけでなく技術的にも、ドメイン情報を示している。現在の標準規格は、オー

プン EHRの下で導入された EHRcom 13606により適応している。推奨エンベロープは、SOAPである。 
 
NPO は「ウェブ上診療」または Vården på webben と呼ばれるプロジェクトによっても市民の医療データを
取り扱うように構成されている。このサービスでは、市民は自身のカルテおよびセルフケアに関する追加

情報を入手することができる。 
 
BIFは以下の作業を行う。 
 

• 認証 
• アクセス 
• 同意 
• 治療関連項目 
• ロギング 
• 患者の情報 
• 資料配布 
• 通知 

 
アプリケーションは開発中で、最初のテスト版が 2009年半ばに導入される予定である。 
国全体のプロセスモデル、フローモデルおよび情報/構造モデルを National Board of Health and Welfare
が開発中であり、NI プロジェクトと呼ばれている。同プロジェクトは 2009 年 12 月に配信予定である。図を
いくつか以下に示す。 
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National Board of Health and Welfareが進めているもう一つのプロジェクトは、Nationellt Fackspråk別名
NF である。同プロジェクトは、SNOMED CT などの規格を開発、保守管理、標準化するものである。プロ
ジェクトの計画は、2012 年に完成する予定である。同プロジェクトは下記に示すように、NI プロジェクトと
連携する必要がある。 

 

【EHRの  ガバナンス】  

◎法律 /規制  
今日、治療提供者と市民の間で行われる医療情報の仲介に関する法的側面は、変革過程にある。新法

patientdatalagenが定められ、同法ではとりわけ、EHRに対するアクセスおよびその内容の利用を制限し、
特に国境を挟んだ HIE を規制することとなった。要約すると、新しい規制は組織、処理および IT アプリケ
ーションに高い要求を課し、また、関係者間で効果的な協力を行い、患者志向の視点を持たなければな

らないことに焦点を当てている。 
 

◎医療政策  

スウェーデンのモデルは連合型である。医療方針のほとんどを治療提供者が決定するため、国が方針を

実施する時にこのプロセスが障害となる恐れがある。国の IT 戦略が、同プロセスの実現にとっての推進
力となる。郡の間では協力が行われているが、市町村間では同様に協力して推進する機関がまだ確立さ

れていない。NI プロジェクトおよび NF プロジェクト が、データ品質および共通規格化にとって必要不可
欠である。 
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◎EHRの資金調達  
 

 
 
上図は国の IT業務が組織されるあり方を示している。最上部に Ministry of Health and Social Affairsが
あり、NIおよび NFなど National Board of Health and Welfareのプロジェクトに資金を提供している。同
省は、SKL、Swedish Association of Local Authorities and Regions（SALAR）に対しても、資金の一部を
負担している。郡も SALAR を通してプロジェクトに資金供出を行っており、SALAR内では運営委員会が
国のアプリケーションを決定し調達する。アーキテクチャのガバナンスについては諮問委員会が存在する。

郡と政府が EHR の開発費を負担し、医療関連の国家 IT 予算は年間 3 億 2,000 万 SEK で、うち 2 億
2,000万 SEK を郡が、1億 SEK を政府が負担している。 
 

【技術】  

国のアーキテクチャはまだ最終的には定義されていないが、下図にドメインアーキテクチャおよびリファレ

ンスアーキテクチャのワーキングモデルを示す。リファレンスアーキテクチャは、Carelink とスウェーデンの 
Medtechの連携による成果である。 
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ドメインアーキテクチャには以下の三層がある。 
 

• 国のドメイン 
• フェローシップドメイン 
• 医療提供者のドメイン 

 
ドメインは SOAプラットフォームを経由して接続される。 
 

 
 

◎プレゼンテーション  

プレゼンテーションレイヤは、PDA、携帯、ウェブブラウザ、および PC のようなチャンネルに対する情報提
供を担当する。同レイヤは情報配置を規定するものではなく、W3Cが標準規格である。 
 

◎ワークフロー  
以下の編成 

• はっきりしたプロセスと活動 
• 規則エンジン 
• 活動のキュー 
• 日程作成 
• 監視（BAM） 

 

◎アクセス  

SOA 内部のアプリケーションと機能を統合するサービス。RIV 法および技術規格に準じたメッセージを含
む SOAP メッセージとなりうる。 
 

◎相互作用  
プレゼンテーションロジック。 
 



©2010 Healthcare Information and Management Systems Society （HIMSS). 49 

◎ESB 
サービスバス。 
 

◎共通サービス  

コンテキストマネージャ、監査、通知などのサービス。 
 

◎業務サービス  

以下のようなサービス 
• 治療文書作成 
• 治療プロセス 
• 診療待ちリスト 
• 薬 
• 臨床プロセス 

 

◎データサービス  

統合データアクセス、データへのアクセス、更新、統合化、複製および変換。 
 

◎セキュリティ  
認証、アクセス、同意、統合 
 

◎運営管理  

• サービスの管理 
• IT管理 
• IT のガバナンス 
• システム、サービス、アプリケーションの管理 
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◎物理記憶  
• インフラサービス 
• 物理レイヤ 
• コアインフラ 

 
技術規格の構造は以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基本的枠組 
RIV同意書 
RIVガイドライン 
同意書はコンセプトに同意する 
ガイドラインは「何か」を説明する 
指針は「どのように」を説明する 
 
RIV技術指針 
RIV HL7v3プロファイル 
 
 
 

【国の医療 IT戦略】  

NPO プログラムの目的は、的確な情報を必要な時、適切な医療スタッフが確実に入手できるようにするこ
とである。NPO プログラムにより、郡、市町村および民間の医療施設がウェブインターフェース経由で登
録した患者情報を、医療スタッフが受け取ることができる。同プログラムから期待されるメリットには、臨床

結果の向上、患者のセキュリティ改善、効率改善および患者の影響力が増すことなどがある。 
 
エーレブルー郡および市町村が先頭を切って、2009 年春に同プログラムを導入、テストを行った。2 年以
内に、21の郡すべてがプログラムを実施する予定である。 
 

【結果】  
いくつかの郡がシステム統合の過程にある。一次医療の 97%が EHR（elektroniska journaler）を使用して
いる。病院における導入率は約 83%であった。2007年 12月、電子処方箋の導入率は 68%に達した。 
 
EHR の発展を妨げているのは、一次医療と病院医療の間でロジック、処理原則が異なることである。同じ
郡の中でも一次医療と病院医療のシステムが異なることは普通である。IT 医療システムの数は全般的に
減少し、医療プロセスにおけるシステムへの要求は高まる傾向にあると我々は見ている。5 種類の医療シ
ステムが全郡の 84%で使用されている。 
 
統合の過程でトップダウン方式を導入しようとするプロジェクトは失敗する傾向にある。国レベルで活動す

る場合は、複数の郡で行われている活動を統合し、用語規格を調和させる必要がある。 
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◎メリット  
メリットは、患者の治療歴をより完全に近い状態で把握できるため、より正確な診断が可能となることである。

このため誤診療のリスクを低減でき、さらに情報を共有できるので作業重複を回避でき効率も上がる。 
 
国のアプリケーションの第一段階は 2012年までに完了する計画である 
 

◎実施経験から得た見識  

プログラムはまだ開発段階にあり、最初の試作品を 2009年半ばに導入する計画が立てられた。 
 
医療標準規格をめぐって多くのフォーラムが開かれており、現在も活動を続けている。その一例は、HL7
対 EHRcom/EN13606/オープン EHRについての議論である。 
 

【次のステップ】  

2010 年、スウェーデンの e ヘルス戦略（「医療社会保障分野における安全でアクセス可能な情報」）の改
訂版が発行される。それには市町村および民間の医療会社に焦点が当てられている。 
 
成功を左右する極めて重要な要因は、国家プロジェクトの強力な導入である。郡、市町村および民間の

医療会社が妥当な速さで国のアプリケーションに接続する必要がある。これは連合型の環境にとって克

服すべき課題である。 
 
2009年 7月 1日現在、医薬品市場の規制緩和が行われ、民間企業も薬品を販売できるようになった。そ
の結果、医療団体と薬局の連携に向けたインフラ整備を行う会社が新たに設立される予定である。このイ

ンフラサービスは、費用効果を高めるだけでなく患者の安全を確保するために機能し、今後医療にとって

のインフラハブとなるであろう。 
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トルコ共和国  
 

【医療システムの概要】  

◎国勢概要  
人口（2008年 7月推定）: 71,892,808人 
GDP（PPP – 2007年推定）: 8,539億米ドル 
一人当たり GDP（PPP – 2007年推定）: 12,000米ドル 
医療費（GDP比% – 2005年）: 7.6% 
インターネットユーザ人口（2006年）: 1,315万人 
 
トルコの医療システムは集中型で、保健省（MoH）が監督する国営システムである。基本的な医療は市民
の大多数に提供されているが、公的医療機関が提供する医療の質が低いため、多くがいまだに民間医

療機関を利用している。公設医療機関は雇用主および従業員による分担金で運営されており、費用は保

険会社の支払いと、燃料やタバコなど消費財にかかる中間税で賄われている。 
 
医療は社会保障制度によって個人に提供される。同制度は様々な市民グループへ社会的支援を行う三

つの異なる機関である社会保険機構（SSK）、公務員年金基金（GERF）、そして商工業者および自営業
者の社会保険組合（Bag-Kur）で構成されている。2003 年、医療改革プログラムに従って上記の三機関
は社会保障局による保護のもと一元化された。 
 

【国の EHRプログラム】  

◎国の IT/ICTの現状および戦略  
トルコにおける ICT 製品およびサービスの導入は、携帯スマートフォンの使用（インターネットへのアクセ
ス機能付き）率が急速に上がったこと、およびそれ以外にはインターネットの使用が少ないことを反映して

いる。2006 年時点でのインターネットユーザ数は 1,350 万人であり、人口の約 18%であった。2008 年ま
でに普及率は 34%までしか伸びず、平均して人口の 50%近くがインターネットユーザである他国と比べ、
ユーザ人口は少ない。このようにトルコにおけるインターネットの普及率が低いのは、2003 年時点で住民
100 人あたり平均 4.31 台と、個人による PC 所有率が低いためである。個人 PC 所有率は 2003 年以降
増加していると見られるが、同時期のヨーローッパ諸国における平均 PC所有率の 4分の 1に満たない。
市民によるブロードバンド契約数も同様に少ない。 
 

◎国 /地方の EHRアプローチ  

2003 年トルコ政府は「トルコ医療改革プログラム」文書を作成した。この文書はトルコ国内で市民が受ける
医療の品質、利用性を高めるだけでなく、医療制度が抱える既存の問題を解決する戦略について概要を

記したものである。同報告書は、トルコがこれまでに行ってきた e ヘルスサービスをばらばらで複雑である
とみなし、現行の eヘルス戦略の基本を形作るものであった。 
 
トルコの e ヘルス戦略は、トルコ医療情報システム（THIS）として知られる国家医療情報システムの導入を
中心としている。2003年、トルコの医療情報システムアクションプランが発行され、トルコにおける eヘルス
導入に関して 15 の実行可能な項目を描き出した。この文書から、e ヘルスプロジェクトが定められ、2003
年 12月に承認された。トルコの eヘルスプロジェクトにおける主要な活動は以下の通りである。 
 

• 既存の MoH 広域ネットワークを強化し国家医療情報プラットフォーム（暫定的に Saglik-NET と
呼ぶ）にし、国が必要とするシステムおよびサービスを主催し、トルコ国内のあらゆる医療関連施

設からアクセスできるようにする。 
• 戦略上および技術上の理由で、まず国家医療管理情報システム（NHC/MIS）を開発し、一般医
療情報システムを導入する。これらは医療機関ごとの個人 MIS に基づいており、選択で参加し
ているすべての病院、医療センターと「国のソリューション」を作成している。 
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• データ項目、エンティティ、関連手順に国の標準規格を導入し、以後トルコ国内で行われるあら
ゆる医療情報コンテンツの開発を統制する。これらの標準規格は Saglik-NET を経由してアクセ
ス可能な国家医療データ辞書 に保存される。 

• NHC/MISの EPR コンポーネントに機能的に連携する国家 EMRシステムを開発、運営。 
• リダンダンシー、ファイアウォール、アンチウイルス、パスワードなど既存のセキュリティ対策を拡張
し、あらゆる医療トランザクションに高度なデジタルセキュリティを提供。このセキュリティでは、全

ての医療情報、トランザクションに整合性、機密性、否認防止が求められるだけでなく、全ユーザ

にも本人確認および認証が求められる。 
 
現在、上記イニシアティブはすべて達成、あるいは最終段階に向けて進行中である。 
 
第三のカテゴリ―サービス中心― が、トルコで活用されている。国家医療データ辞書（NHDD）が発行さ
れ、これにはデータ項目および最小限の医療データセットが含まれている。病院は NHDD のデータ定義
および最小限の医療データセットに準拠しなければならない。 
 

 
 
注：	 EHR は単なるデータのレポジトリシステムとは異なるサービスであり、処理を行う。詳細については次のスライド

を参照。	 
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◎  eヘルスの応用およびサービス概要  

プログラム /サービス  内容  パートナー  状況  
Saglik-NET 
www.sagliknet.saglik.gov.tr 
 

Saglik-NET はトルコの医療シス
テム用 LAN-WAN イントラネッ
トシステムである。現在システム

は以下を提供する。 
リンケージ、患者データおよび

その他サービスを医療団体のメ

ンバーに提供。Saglik-NET に
は「基本医療統計モジュール」 
など電子的医療情報収集シス

テムが含まれる。 

保健省 運用中/進行中 
（一部はまだ開発

中） 

一般医療情報システム

（FMIS） 
FMIS は医療提供者が患者向
け医療情報をすべて、保健省

が保存している電子システムに

入力できるようにするソフトウェ

アである。これは電子カルテの

一形式である。 

医療提供者、保健省 現在 21 地域でイン
ストールされ、さら

に拡大中。 

医療コード化リファレンス 
サーバ（HCRS） 

これは医療機関から薬品まで、

医療システムの全要素をコード

化するオンライン分類システム

である。分類システムの主な目

的は、全国からデータ収集を容

易かつ正確に行えるようにする

ことである。このシステムは

Saglik-NET 経由で利用可能で
ある。 

保健省 進行中 

国家医療情報システム

（NHIS） 
NHIS は、上記システム全体を
網羅する総合的なシステムであ

る。このシステムは全システムを

統合し、市民向けに包括的な

電子カルテを作成することを目

的としている。 

保健省 進行中 – テスト段
階。2009 年内に完
成予定。 

判断支援システム（DSS） DSS は Saglik-NET に組み込
まれている。これは投資配分を

決定するために政府全体で使

用される。 

保健省 進行中 

国家遠隔医療サービス 国家遠隔医療サービスによって

レントゲン画像など医療情報を

交換でき、患者は数少ない専

門家から医療知識の恩恵を受

けられるようになる。 

保健省 テス ト段階。 2007
年 17病院に設置 

 
トルコの MoH は 900 を超える公立病院を監督している。民間部門および大学病院を含めると、数字は
1,200 を超える。現在では全病院に病院 IS が設置されている。MoH 病院は、必要に応じて自身の病院
IS を自由に購入できる。一方、病院は NHDD データ定義および最小限の医療データセットを使用して
Saglik-NET を経由し THIS データベースに統合するよう義務付けられている。Saglik-NET は、医療情報
および通信用プラットフォームとして機能する。病院は国家予算を使用しているが、自ら回転資金も持っ

ている。ICT使用はほとんど回転資金によって行われている。 
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【EHRのガバナンス】  

◎法律 /規制  
現在、e ヘルスに直接関わる法律はないが、そのような法律を制定する必要についていくつかの文書に
記載されている。デジタル署名に関して 2004年に施行された法律など ICT に関する法律がいくつかあり、
それらが eヘルス実施に関与することになるだろう。 
 
トルコ憲法に基づいて、国の刑法および民法では ICT の医療分野における応用を対象とした規制が定
められている。こうした法律および技術規則を順守する限り、医療を含むあらゆる事業部門で ICT システ
ムを使用、導入できる。 
 
重要な個人データ保護法案が最近国会に提出され、可決を待っている。 
 

◎医療政策  

トルコの MoH が以前に導入された国家情報科学プロジェクトを見直した結果、ほとんど企業の要求、必
要を満たすことのみに重点が置かれていたことが指摘された。しかし 2003 年に開始された医療改革プロ
グラムは、従来の機関中心な IS プロジェクトに、患者中心の e ヘルス価値観を折り込もうとする取り組み
で、医療情報科学および eヘルスに新しい活動期の黎明を告げた。 
 
トルコの MoH により 2003年から 2004年 1月にかけて、THIS アクションプラン実施の影響が研究された。
同プランは、政府機関、大学および NGO など、部門ごとに 10 に分かれた作業グループによる極めて集
中的な作業に基づいていた。アクションプランによって、現在進行中の e ヘルスに関する研究の枠組み
が得られたと言うことがいえる。 
 

◎EHRの資金調達  
国および世界銀行の資金源を使って、THIS を展開している。 
 

【技術】  

THISは Saglik-NET上に構築されており、以下のコンポーネントを接続する。 
 

• 国家医療データ辞書および最小限の医療データセットサーバ 
• 医療コード化リファレンスサーバ、および 
• デジタルセキュリティメカニズム 

 
現時点で Saglik-NET は完全運用しており、病院、家庭医など一次医療センターとの連携を提供している。 
 
2009 年 1 月 1 日現在、トルコにあるすべての病院が NHDD データセットおよび技術的な事業規則を使
って Saglik-NET と統合するよう義務付けられている。医療メッセージ通信には HL7 version 3が必要であ
る。 
 
すべての医療関係者が使用できる共通のコード化/分類システムを提供するために、医療コード化リファレ
ンスサーバ（HCRS）は公にアクセスできるサーバ内に、国際および国内のコード化システムをすべて含め
ている。 
 
HCRS から使用できるコード化システムの中には、ICD-10、医薬品、ATC（解剖学、治療および化学分類
システム）、団体、クリニック、専門医、業者にかかる国の医療税、医療適用命令、用品、ワクチン、乳児モ

ニタリングカレンダー、妊婦モニタリングカレンダー、児童モニタリング日程、パラメータなどがある。 
 
デジタル患者 ID カードのテスト運用が始まった。このカードは医療および社会保障の目的で安全な認証
プロセスとして使用できるか試験されている。 
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【導入】  
病院 ISは、MoHが発行した NHDDおよび事業規則に従って導入されている。トルコ市場には約 7つの
病院 IS ベンダーが存在する。相互運用性の問題により、必要なものを正確にコンパイルするためには、
最小限の NHDD 医療データセットおよびコアモジュールが必要である。HL7 version 3 が、Saglik-NET
統合のため医療メッセージ通信に使用されている。 
 
トルコにおける e ヘルス活動が達成した具体事項の一つに、一般医療情報システムの展開がある。同活
動は 2004 年に選ばれた地域で試験導入された。今日では 81 地域のうち 33 地域で運用され、1,900 万
人を超える市民の EHRが含まれている。 
 
およそ 600 ほどの病院が現在では Saglik-NET に無事統合され、データを THIS へ送信している。MoH
はその他の病院にとっても Saglik-NET 加入に十分な促進策を提供している。つまり、Saglik-NET への
統合に成功すれば、結果として業績を向上し、病院に十分な補助予算が得られることとなる。 
 

【結果】  

意思決定サポートシステム（DSS）が Saglik-NET 上で構築され、まず一般医療情報システムに実装され
た。家庭医情報システムから得られるトルコの医療プロファイルに関するレポートによって、意思決定者は

資源の効果的な割り当てを確実に行うことができるようになる。 
 
中核医療資源管理システム、基本医療統計モジュール、新実績監視システムおよび患者権利情報シス

テムなどのシステムモジュールが現在定期的に利用され、企画、モニタリングおよび評価が MoH の要求
に準じるため使用される数種類のレポートが作成されている。 
 

【メリット】  
eヘルスプログラムから、以下のような大きなメリットが得られている。 
 

• 一次および二次医療の領域において、一般医療情報システムの EHR に関する内容および構造
規格など、国家医療情報規格が開発された。 

• 国、地方レベルで医療データの種類および収集方法を左右する合意が行われ、その結果データ
収集、分析がより効果的に行われている。 

• 異なる医療情報システム間のデータ交換規格に関する合意形成 
• 医療改革諸活動の実施経験および影響を評価、および 
• 選ばれた地方および貧困地域の病院で遠隔医療プログラムが実施 

 
患者は一般的に、EHR が家庭医に導入された後、より効率的な診断を受けている。2009 年 1 月 1 日以
降、病院は Saglik-NET 経由で構造化されたデータを送信している。Saglik-NET 統合はまだ評価中であ
る。遠隔放射線学、遠隔病理診断などの遠隔医療サービスが昨年以来、18 の病院で実施されている。
遠隔医療機関のうち 11 機関が専門的な臨床技術を必要とする病院へ送信しており、7 機関が顧問サー
ビスを提供する病院から助言を受けている。現時点で、年間 1,700 を超える医療画像がシステムを経由し
て報告されている。 
 

【実施経験から得た見識】  
ICT プロジェクトは e ヘルスサービスの新たな提供方法について、予想されているほどユーザから抵抗を
受けなかった。特に家庭医は一般医療情報システムに容易に適応した。MoH が促進策を開始して以来、
実質的には全病院が Saglik-NETに統合している。 
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【次のステップ】  
妊娠中診断を行う遠隔超音波サービスを追加し、さらに 47 の病院へ拡大する遠隔医療システム計画が
存在する。 
 
統合段階にある病院は、一般医療情報システムの一部として開発された DSS によって対応する予定で、
通信可能な疾病サーベイランスシステムが Saglik-NETに統合される予定である。 
 
高齢者介護、遠隔患者監視および慢性病管理など、新たな付加価値臨床サービスが統合される予定で

ある。また市民が安全なプラットフォーム上で自分のカルテにアクセスでき、オンライン上で医療サービス

を受けられるようにする計画が進行中である。 
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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 つの行政区の一つである。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し、
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。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 EHR 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。 
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【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。 
 
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。 
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◎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。 
 
下表は 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。 
  
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。他の情報源（PACS や病理

 
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

 
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
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アーキテクチャ要素  現状  今後の目標  
学システムなど）からの情報を

統合するか、あるいは臨床ポー

タルを使用して直接作成した後

に記録に統合できるようにす

る。 
 

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。 
 

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。 
 

患者 ID 
患者一人ひとりが、固有で生涯

不変の ID を一つずつ持ち、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）の利用の可能性を

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

 
個人記録用ジェネリック情報フ

 
HL7v3 CDA を、NHS ウェールズに
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アーキテクチャ要素  現状  今後の目標  
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。 
 

レームワーク（GENIFIR）を各段
階で開発中である。 
 

可能な範囲で使用する。 
 

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、例えば一つのメッセージデ

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、H L 7 C D A 、S C I 、
C E N T C 2 5 1 、E N V 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

 
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  
 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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【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。 
 



©2010 Healthcare Information and Management Systems Society （HIMSS). 65 

【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】  
デンマークはヨーロッパ北部のスカンジナビアの一部に位置し、人口は 540 万をわずかに超える。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。人口密度は英
国とドイツの半分であるが、米国の 4倍以上である。 
 
デンマークは、世界で最も古い君主制の国で、女王マルグレーテ 2 世が統治している。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、すなわち地域と市町村がある。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 の市町村があり、介護施設および在宅介護、各種社会福祉事業および環境の保護、地域
道路、学校を責務とする。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。 
 
デンマークは、世界で最も統合された医療システムの一つを持っているので、医療機関の間で大きい情

報の交換が可能である。 
 
国と市町村は、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、地域および市町村は、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 の郡は合併されて 5 つの地域となり、275 あった市町村はより規模の大きな 98 の市町村に統合さ
れた。改革により、多くの IT プロジェクトが統一され、そのほとんどは、完了している。地域レベルでは、
2009年から 2010年まで続く見込みである。 
 
3,500 を超える病院、薬局、在宅介護業者、一般開業医、専門職がデンマーク国内にある。 
 
デンマークの医療部門は、基本的に以下の団体により運営される。 
 

• 国/政府機関、地域（デンマーク地域）連合、および市町村連合 - 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 

• 一般開業医および専門のクリニック - 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   
• 市町村 - 老人介護施設、在宅介護事業、保健センター（リハビリおよび予防医療）の責任を持
つ  

 
規模の小さい民間病院は数軒しかなく、近年は民間の医療保険料が上がっているため、民間病院は、病

院全体の費用の約 3%を占めるだけである。 
 
デンマークの医療システムが直面している主な医療問題は、人口の高齢化と医療費全体を押し上げる慢

性病の増加である。また、医療提供者の不足というあまり一般的ではない問題も医療システムでは増加し

つつある懸念である。公的な資金を受けた医療システムが広がっているため、治療にかかるまでの時間

については、医療提供者、市民、政治家から常に注目を集めている。 
 



©2010 Healthcare Information and Management Systems Society （HIMSS). 67 

【国の EHRプログラム】  

◎国の IT/ICTの現状および戦略   
デンマークは、早期から全国ネットワークの構築に力を入れてきた国の見本である。ネットワークの構築を

終えた現在、重点課題は医療の質、効率、患者の安全性に焦点を置きつつ、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行している。 
 
医療 IT 市場は、地域および市町村が特定のシステムを調達するとともに、全国医療情報技術（IT）戦略
の主導により発展してきた。 
 
2007 年、正式な中央独立組織、すなわちデンマーク「連合デジタル医療」が設立された。この組織は、デ
ンマークの財務省と保健予防省、デンマーク薬品局、デンマーク地方自治体および全国自治体協会によ

り運営されている。「連合デジタル医療」は、デンマークの医療デジタル化について戦略を考え、主導を

行う。 
 
現在の医療 ITアーキテクチャとシステム展望は、次の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
ターネット系ネットワーク 

• 医療ポータル：外部システムからの情報およびサービスにアクセスするための SOA を使用する
市民および医療専門職のポータル 

• 全国レジスタ：デンマーク全国民のために唯一の ID をつけた全国民 ID レジスタ、統計および全
国会計のために主に使用される全国患者レジスタ、一般開業医および市町村からの薬品情報を

入れた個人薬剤プロフィール、ほとんどの病院からの EHR情報を統合した e-ジャーナル 
• 年間の自己評価および外部評価に基づいて認定のために使用される全国品質データベース 

 

◎全国 /地方の EHRアプローチ  
 

 
 
既存の EHR アプローチは、主としてサービス指向型（カテゴリー#3）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で構成されている。全国的なフレームワークに組み込まれたデータベー

スは CDR として使用されている。 
 



©2010 Healthcare Information and Management Systems Society （HIMSS). 68 

デンマークの連合デジタル医療からの新たな医療 IT 戦略も、サービス指向型（カテゴリー#3 であり、
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。新戦略は、地方のシステムに対する要
求事項を調整する一方、成熟した一定の機能を集中させることである（例、薬が一般開業医、病院または

在宅介護により処方されるかどうかにかかわらず、個人のすべての薬剤についての情報が示されている

全国薬剤カード）。 
 
新戦略ははるかに強い統制構造を持っており、地方のプロジェクトに干渉することのできる全国 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規格を強制的に大規模に採用することである。 
 
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なっている。 
 
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 年に設立された。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、同ポータルの開発の

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、専門職の合意に基づき 40 種類を超える臨床報告書のテンプレート（例、
病院からの退院患者サマリー）を作成している。 
 
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）および共通薬剤カードは、一般開
業医が処方した薬剤、病院の処方薬および在宅看護および介護施設で投与された薬剤の全国的データ

ベースである。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：すべての医療システムに、ユーザ ID および認証パスワードが必要である。システム
のログ（読み込み、書き込み、変更、削除など）には厳しい規則がある。患者との間に積極的な治療関係

がある場合にだけ、臨床医が患者の電子カルテにアクセスできる。 
 
患者および専門職が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役割ベースのアクセス制

御となる。デンマークの連合デジタル医療には全国的なロールモデルがあり、国家セキュリティモデルが

地方および全国のソリューションに使用される予定である。 
 

【EHRのガバナンス】  

◎法律 /規制   
デンマークでは、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が認識されている。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の軽減に重点的に取り組んでいる。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、患者の身元確認、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に対処する。 
 
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。 
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例えば、EHR に関連する医療提供者の責任は、米国と比較するとデンマークではそれ程大きな問題で
はない。 
 

◎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
らに努力を続けることが必要である。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し、HL7
へ収束しようとしている。将来的には採用が期待されている SNOMED についても同様で、長期の枠組み
が必要である。 
 
特に MedCom に関連して、既存 VANS 系通信との互換性、および新しい IP 系ネットワークと VANS 系
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。EDI 通信（XML、
EDIFACT、HTML、HL7、DICOM）は、広く利用されている。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 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、閉鎖的で安全なネットワークのみで許可される。 
 
G-EPJ は、問題志向型で、学際的な医療行為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であった。この構想は、デンマークの以前の国家医療 IT 戦略の中
核であった。しかし、G-EPJ のモデル開発は難しいことが分かり、とりわけシステムの導入および臨床医か
らの支援獲得の点が困難であった。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。 
 
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ている。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、大手国内 IT部門のアウトソーシング
はほぼ皆無である。 
 
ITベンダーは、デンマークの IT協会の医療小委員会を通じて国の医療 IT戦略および医療の新法に対
して貢献を行っている。 
 

【EHRの資金調達】  

税金は国と地方（市町村）レベルで徴収される。地域（病院）の資金は、国から 80%、地方自治体、市町
村から 10%が固定で割り当てられており、5%は活動に応じて自治体、市町村の両方から割り当てられる。 
 
各地域は、その予算から EHR ソリューションの取得資金を提供している。同じことが各市町村の在宅看
護施設、医療センター、その他の IT ソリューションにもあてはまる。 
 

【技術】  
以下はシステム/構想の長年にわたる運用を表している。 
 

• 全国患者登録簿 - 30年  
• 個人電子処方薬プロファイル（PEM） - 3年 
• Eジャーナル - 6年 
• Sundhed.dk：- 6年 
• 患者によるアクセス（第 1段階） - 4年  

 
最初の専用 EPR および在宅介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。 
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日常業務は医療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 CPOE な
どが含まれる。 
 

【導入・  採用】  
すべての病院は、何年も EHR を使用している。わずかな例外はあるが、すべての一般開業医は、その患
者カルテに IT ソリューションを使用し、すべての市町村は、在宅介護ソリューションを使用している。 
 
部門間の HIEの量は非常に高い。 
 
MedCom は、デンマーク国内の医療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、
専門職が別の地域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。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、微生物、放射線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、民間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、臨床医と病院、

地方の医療センターなどの e-自治体間の電子通信（フリーテキストレター）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。 
 
病院で患者が自身のデータにアクセスできるようにするため、数カ所の選ばれた病院に EHR が導入され
ている。 
 

【結果】  

デンマークの有権者は、エラーや重複を防ぎ、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、最新で分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 8,400万ユーロにのぼると予想された。 
 
研究では、EHR は一般開業医 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った。
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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。 
 
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検索が大幅に向上した。 
 
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。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、今後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

た後、組織が IT 採用の諸問題を乗り越えられるかどうかは、今後の課題である。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。 
 

【次のステップ】  

デンマーク連合デジタル医療の 2009年アクションプランは、次の通りである。 
 

• 患者がどこで医療システムに接続しても、すべての部門から投薬が確実に受けられるという共通
薬剤カード 

• 自宅での監視およびセルフケアによって患者を病気に対して積極的に向き合わせようという遠隔
治療の増加 

• 病院からの情報による既存の指標に加えて、全部門からの情報が含まれる全国拡張患者指標 
• 臨床経路の標準化 
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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。

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
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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

府レベルでのセキュリティも提供しており、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。 
 
もう一つの電子的資源は、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。 
 

◎全国 /地方の EHRアプローチ  
 

 
 
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（上記カテゴリー#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医療 ITグループである「Nasjonal IKT」の管轄となる。 
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【EHRのガバナンス】  

◎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。これらの法案の目的は、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は 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。このプロジェクトは、一般開業医のオフィスに焦点を当て、EHR の構造化および非構造化テキ
ストを匿名化することにより患者の個人情報を保護することを目指している。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もので
ある。 
 

◎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。 
 
ノルウェー人は各々、一般開業医に割り当てられ、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 システムを国立医療緊急通信
センター（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。 
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【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、ただ一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。 
 
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こととなる。 
 
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。 
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【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、Te@mwork 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
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、検索を確実に行うことができる。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。 
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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
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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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範囲に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。これは、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。一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。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おり、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。 
 

• 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。 
• 医師の不足：特に一般開業医、および放射線科医や腫瘍（癌）等の特定分野の専門医が不足し
ている。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。 

 
カナダの EHR施策では、上記の要因に取り組む手段として eヘルスソリューションを活用し、同時に待ち
時間や薬物有害事象の低減、臨床検査や診断画像の重複の回避、カルテの不備による診断や治療の

遅れ等の問題に対処しようとしている。医療従事者が適切で最新の情報にアクセスすることができるように

なれば、カナダ国民の医療に対する要求を満たす能力は大きく向上するだろう。 
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Infoway と管轄の共同出資者は、2008 年から 2009 年にかけて、消費者に自らのカルテに関する権限を
与える上で意義深い一歩を踏み出した。一般消費者向けの医療ソリューション開発が激しく変化している

現状を受け、カナダの連邦、州、準州の保健省は、Infoway の計画への支援を発表した。Infoway は、個
人カルテソリューションについて EHR ベンダーと協議し、EHR ベンダーの技術をカナダで安全に利用す
ることを目指す。 
 
さらに Infoway は、消費者医療ソリューションの開発業者向けに新しい認証サービスを発表した。このサ
ービスはこれらの業者に大きな市場参入機会を提供し、製品開発の品質を向上させ、さらにテスト効率を

高める。逆に、Infoway に認証されたソリューションに投資している団体は、購入した製品の信頼性、相互
運用可能性、秘匿性や安全性といった面で高レベルの信頼を享受することができる。 
 

【国の EHRプログラム】  

◎国の IT/ICTの現状および戦略  
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。彼らは正確

で移動可能な情報を求めている。つまり、各種電子サービス提供者間での連絡、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
切な治療へのタイムリーなアクセスである。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
までに各州や準州およびその住民が、医療システムの変容に貢献する新しい医療情報システムからメリッ

トを受けることである。さらに、2010 年までに 50％、2016 年までには 100％のカナダ国民が、彼らに医療
サービスを提供する認定専門家に EHR を利用させることができるようになる。 
 

◎全国 /地方の EHRアプローチ  

カナダにおける EHR 構築に向けた Infowayの全国的アプローチでは、全国レベルのシステム（EHRS ブ
ループリント）として全体構造を提供することと、国内のネットワークに接続して情報をやり取りする際に必

要となる標準規格を設けることに重点が置かれた。病院、地域薬局、研究所および診断画像の相互運用

可能な共有 EHR への接続など、サービスの要所に焦点が絞られた。このトップダウン方式のアプローチ
は、カナダに全国的な EHR を構築するための枠組みとなった。このステップは、互換性の無い EHR シス
テムが全国的に多重展開されるのを避けるために実施された。互換性の無いシステムの多重展開は、運

用や開発のための全国的な方向性や標準規格をもたず、相互接続性を欠いた寄せ集めのシステムが構

築される結果になりうるからだ。 
  
下記チャートの分類によれば、カナダのアプローチは#3 のサービス指向型である。サービスは、電子カル
テソリューション（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（「技術」の項を参照）。
EHRSブループリントとは、以下のようなフレームワークである。 
 

• 業務面でも技術設計面でも柔軟性の高いフレームワークであり、ソリューション、コンポーネント、
業務標準などを医療 IT企業の複数のアプリケーションで再利用することを可能にする。 

• すべての EHR ソリューションに対し、途切れのないかつ安全な患者情報のやり取りを保証する。 
• 医療エコシステムにおけるビジネスアーキテクチャ、概念アーキテクチャ、論理アーキテクチャ、
展開モデルおよび潜在的なアプリケーションへの取り組みにも対応する。 
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Infowayが主導する全国 EHRアプローチには、全体として 3つの主要素がある。 
 

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共に協力している。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る。 

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、HL7v3, 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共に行ういくつかの
規格への主導権である。 
 

【EHRのガバナンス】  

◎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。これらには、患者自身の電子医療データへのアクセスに加え、患者医療情報の収集、

使用、開示に関する条項が含まれる。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
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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、個人医療情報の収集、使用、開示に関する患者の情報提供の同意（明示的、黙示的、みなし、不

同意）は管轄地域によって異なる。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一つの州から別の州へ移動す
る場合、公的医療保険の対象となる。 

 
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
努力を改善するのに役にたつものとなる。 
 

◎EHRの資金調達  
現在までに、Infoway は連邦政府から総額 21 億カナダドルの資金提供を受けている。最初に行われた
資金提供は 2001 年で 5 億カナダドルであった。2003 年には、中核となる EHR に対してさらに 5 億カナ
ダドル、遠隔医療に対して 1 億カナダドルが割り当てられた。2004 年には、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提供した。2007 年には Infoway は 4 億カナダドルの資
金提供を受け、EHR プログラムと患者の待ち時間対策のサポートを行った。2009 年 1 月の連邦予算で
は、2010 年までにカナダ国民の 50％に電子カルテを普及させる目的をサポートするため、Infoway に 5
億カナダドルが付与された。さらに、この資金は医師のための電子カルテシステムの導入、病院、薬局、

および地域医療施設におけるサービスシステムの要所の EHR への統合を加速させるために使用される。
この資金提供は、消費者医療ソリューションも対象としている。Infoway は承認されたプロジェクトのうちの
75％に出資し、その出金には達成された成果に対する支払ゲートシステムを使用する。このアプローチに
より、進捗、実行およびエンドユーザへの導入に基づくプロジェクトのアカウンタビリティーが確保される。 
 

【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して
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。 
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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。 
 
カナダの全管轄区は、相互運用可能な全国的 EHR アーキテクチャとして、Infowayのブループリントと連
携してきた。Infoway は、各管轄区が EHR の様々な要素（例えば診断画像、薬や研究所の情報システム、
患者/医療提供者レジストリ等）を導入するにあたり、そのプロジェクトの戦略、計画、範囲、見積もりと資金
調達に協力する。各州や準州がそれぞれの電子医療ソリューションを展開させるようになると、相互運用

性を確保するため、Infoway が開発または承認した標準規格に準拠していることが求められるようになる。
Infoway は、アーキテクチャと必要な標準規格を提供することによって EHR の総合的なフレームワークを
提供している。 
 

【導入・採用】  
臨床医による採用は EHR 導入の鍵であり、採用を促進するためには、様々な面でイニシアティブをとりな
がら臨床現場での変更管理を行う必要がある。臨床現場での使用が非常に重要視されており、導入プロ

ジェクトに提供される資金の 50％は目標とする採用を成功させるために確保されている。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。成功事例、フォロ

ーアップトレーニング、サポートを通じて変更管理に関する問題を認識することで、採用の勢いが回復し、

期限前に目標が達成された。 
 
これまでの経験から、採用を成功させるためには以下の点が必要であることが指摘できる。 

• 臨床医をプロジェクトの条件定義から導入に至るあらゆる面に参加させる。臨床医からの質問や
懸案事項には積極的な回答を示す。 

• 運営の全レベルを通じたサポートと有効な管理体制を確保する。 
• システム採用にあたり、臨床医にとって何が動機付けとなるかを理解する（例：患者の安全性、革
新性、効率性等）。EHR ソリューションの有効性と、価値ある提案についてのエビデンスを提供
する。 

• ワークフローにおける望ましい影響を明確にし、技術の導入によりワークフローが確実に改善され
るようにする。 

• 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、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、ソリューションの素早い理解を促す。 

• 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。 
• 主なメリットと影響の評価：プロジェクトが臨床的な関連性に焦点を合わせ続け、また導入初期に
分かったメリットによって潜在的な採用者に導入意欲を起こさせることができる。 

• 複数のチャンネルとフォーラムによる効果的なコミュニケーションを通じ、臨床医やその他の主要
関係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。 
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【結果】  
開始以来、Infoway は、対象プログラムの各分野（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、遠隔医療、高
品質医療への患者アクセス）において 276 を超えるプロジェクトを承認してきた。Infoway の 2008 年～
2009年会計年度の第三四半期末時点で承認された 276プロジェクトの内、151が展開中で、125が完了
している。プロジェクトの大半である 176 のプロジェクトは、州および準州政府と共同で実施されたが、100
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。Infoway は、2010 年中に 50％、2016 年ま
でには 100％のカナダ国民に EHR を普及させる目的が達成されることを期待している。 
 

◎メリット  

Booz Allen Hamilton のレポートによると、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 億カナダドル～120 億カナダドルとなるが、完全に完了すると、毎年 60 億カナダドル～70 億カ
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一つの点は、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。これらの投資がカナダ全国に及ぼす影響を調査した最近の研究では、次のような結果となった。  
 

• 放射線技師の生産性が向上し、その効果はカナダの医療制度に 500 人の放射線技師を新たに
採用した場合と同等である。 

• 医療技術者の生産性が 25～30％向上した。 
• 診断画像への遠隔アクセスにより、最大で年間 17,000人患者の移動を軽減できた。 
• 応答時間（患者の受付や診断画像の登録から、委託医師がシステム上で報告を参照できるまで
にかかる時間）が 30～40％向上した。 

• 遠隔報告により、30～40％の放射線技師にとって治療提供のサポートが可能となり、僻地や過疎
地へのアクセスが向上した。 

 
全体として、調査による推定では、PACS がカナダ全国に完全に導入されると、1 年間で 10 億ドルの医
療システム費用の削減と効果があるとされている。 
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◎実施経験から得た見識  
カナダ全体の EHR を作成する Infoway のアプローチは、個々のプロジェクトから集めた知識を活用する
ということであった。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、

類似のプロジェクトを複製するにあたり重要なフィードバックを提供した。複製されたそれぞれのプロジェク

トでは、将来のプロジェクトを複製する際に有効な情報が生み出されている。このように「青写真」を作って

いくことにより、プロジェクトの準備時間が短縮される。再利用や複製という手法は、Infowayの重要な戦略
となっており、2008年のプロジェクトの多くは、導入段階まで進んでいる。 
 
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伝えら
れる。 

• アルバータ州：慢性的な糖尿病患者は、多様な専門医チームによる共同治療を受けることがで
きる。専門医チームは、完全かつ素早く利用可能な EHRに基づいて監視、通信、決定を行う。 

• 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、州内のほとんどの場所でも放射線技師が理解するためデジタル化し、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。これら 3 つの人口が少ない地域にとっても、e ヘルスシステムや南部の都市部の人
的資源の活用はメリットがある。 

 

【次のステップ‐2015年ビジョン】  
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べきハードルがある。 
 
2006 年、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。これにより、今後 10 年間の e ヘルスへの投資計画を示す総
合的なビジョンが明らかになった。このビジョンには以下の 4つの主要構想の追求が含まれる。 
 

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 2016 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 2015年ビジョンは、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。 



©2010 Healthcare Information and Management Systems Society （HIMSS). 85 

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。 
 
 
【出典と翻訳および転載許可】 

From HIMSS' white paper entitled "Electronic Health Records: A Global Perspective, August, 2010" 

Used by permission of the Healthcare Information and Management Systems Society, 2010. 


