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1 緒言

ニュージーランドは南西太平洋のポリネシアに位置する立憲君主制国家で、イギリス連邦加盟国で
あり、英連邦王国の一国である。国は大きな二つの島からなり、日本の約70％の国土に約440万人が
住んでいる。人口密度は1平方㎞当り約16人で日本の20分の1である。地震が多いことも日本と似てい
る。国は16の地方自治体に区分されているが、政府は国にあるだけで地方自治体は政府を持たない。
首都は北島の南端に位置するウェリントンである。（図1）
一方、オーストラリアはオセアニアに位置する連邦立憲君主制国家である。ニュージーランドと同
じくイギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国である。世界で6番目に大きい国土に、約2,200万
人が住み、人口密度は1平方㎞当り約3人で日本の110分の1である。国は6つの州とその他の特別地域
に区分されていて、各州には州都と州政府がある。（図2）首都はニューサウスウェールズ州のキャン
ベラで、行政上はオーストラリア首都特別地域（Australian Capital Territory、以下ACTと記す） [1]
と呼ばれるオーストラリア連邦の直轄地にあり、州には属していない。ニューサウスウェールズ州の州
都はオーストラリア最大の都市シドニーである。
両国とも同じくイギリス連邦加盟国であるカナダと同様に、自由主義国家でありながら政府主導で
一見社会主義的とも思える医療制度を築き、国民に公平な保健医療サービスを提供している。ニュー
ジーランドには明確なEHR（Electronic Health Record、生涯の電子健康記録）というものは存在し
ないが、EHRに相当する電子カルテ（Electronic Medical Record、以下EMRと記す）のデータを活
用する医療ITの取り組みが政府主導で進められており、また、オーストラリアでも同様である。本稿
ではこれを広義のEHRとみなし、そのように表現することにする。両国のEHRの現状を調査するにあ
たり、我々が特に関心を持ったのは以下の3点であった。

(1) 両国の政府主導のEHRとはどのようなもので、どのようなやり方で国中に展開しているのか。
(2) ニュージーランドのEHRは昨年（2011年2月）の地震の際に、どの程度役に立ったのか。
(3) 両国のEHRは日本のEHRの参考になるか。

調査の結果わかったことは、ニュージーランドのEHRの取り組みは政府主導で計画的に進められて
いるが、2010年に着手したばかりで国中に展開するのはこれからであること、しかし、クライスト
チャーチでは地震から6週間後にはプライマリ・ケアが保存していた患者の電子データを利用する取り
組みであるeSCRV（Emergency Shared Care Record View）[2]が計画され、数ヶ月後には実際に立
ち上がり、震災後の被災者や病人・高齢者の治療やケアに大いに役に立ったということである。オー
ストラリアのEHRの取り組みは、既に進められている他国の例を参考にして、連邦政府主導で計画的
に取り組まれており、ACTから導入が進められている。両国ともカナダでEHR を推進している
Canada Health Iinfoway（以下Infowayと記す）[3][4]の取り組みを参考にしている。そして、カナダ
のEHR 開発プロジェクトに深く係わっている医療IT専門企業Orion Healrh [5]の存在が、両国のEHR
の立ち上げに大きく影響しているように思えた。

国にはそれぞれの事情があり制度も異なるため、両国のEHRをそっくり日本の参考にすることはで
きないが、とくに地震後に活発に機能しているニュージーランドのEHRを目の当たりにして、日本の
EHRの現状との落差の大きさに驚きの念を禁じることができなかった。
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図1　ニュージーランドの地方自治体区分
ニュージーランドは16の地方自治体に区分されている

オーストラリアの州区分 

（首都） 

図2　オーストラリアの州区分
オーストラリアは6の州とその他特別地域に区分されている

- 4 -



2 調査概要
我々は、ニュージーランド北島の国内最大の都市オークランドにあるOrion Health本社を訪問し、
幹部よりニュージーランドの医療制度や医療ITについての説明を受けるとともに、Orion Healthの会
社概要について話を聞き、議論を行った。さらに、ニュージーランド南島最大の都市クライスト
チャーチにあるCDHB（Canterbury District Health Board、カンタベリー地区保健局）[6]を訪問
し、主要メンバーより医療の現状とCDHBの取組について説明を受け、議論を行うとともに、CDHBの
中で中心的役割を担っているGPグループのペガサスヘルス（Pegasus Health、以下Pegasusと記す）
[7]を訪れ、リーダーより地震の際のeSCRVの取り組みについての説明を受け、議論を行った。また、
Pegasusと共同でeSCRVに取り組んでいる薬局チェーンHealthWorks Pharmacyの一店舗を訪問し、
eSCRVを利用して実際に調剤を行っている現場を視察する機会を得た。
オーストラリアでは、首都キャンベラのキャンベラ病院の敷地中にあるACT Health[8]を訪れ、CIO
より国の医療制度や医療ITについて説明を受け、議論を行った。さらに、キャンベラ病院の小児病棟
を見学し、現場で実際にEHRを使用している現場を視察する機会を得た。また、同じくキャンベラに
あるOrion Healthのオーストラリア事務所を訪れ、オーストラリアにおけるEHRの取り組みについ
て、主要メンバーより医療IT専門企業側の観点から意見を聞いた。

訪問先の概要は以下の通りである。

訪問日：2011年11月7日（月）～11日（金）
訪問先：
① Orion Health本社（ニュージーランド、オークランド）
ニュージーランドの医療IT開発プロジェクトに係わったことが会社設立の由来。グローバルに医
療IT事業を展開し世界各国のEHR開発プロジェクトに参加している。EHR関連のユニークな製品
を持つとともに、顧客の要望に合わせた開発（カスタマイズ）を得意としている。
会議に出席したOrion Health幹部は下記メンバーである。（図3）
Kimbal Riley：最高執行責任者
Sandra Oldfield：医療コンサルタント
Dr. David Hay：製品戦略担当
Dr. Sheryl Jury：医療コンサルタント
Jhon Gale：製品引き渡し担当マネージャ

② CDHB（ニュージーランド、クライストチャーチ）
カンタベリー地方の拠点病院（Princess Margaret Hospitaなど）を中心に医療事業を行うCDHB
は、ニュージーランドの中でも大きな地区医療圏を担当し、地区内のGPグループと共同で地区の
医療を担うとともに、カンタベリー地方の医療ITを推進している。
会議に出席したCDHBの主要メンバーは下記の通りである。（図4）
Dr. Nigel Miller：最高医療責任者
Chris Dever：最高情報責任者
Stella Ward：連携医療担当役員（CDHBおよびWest Coast DHB）
Rhys Davis：技術担当
Jhon Gale：Orion Health

③ Pegasus（ニュージーランド、クライストチャーチ）
CDHB内最大のGPグループでクライストチャーチを拠点に地域のプライマリ・ケアを担う。昨年
2月に発生したクライストチャーチの地震の際は、緊急医療の中心的役割を果たした。
会議に出席したPegasusの主要メンバーは下記の通りである（図5）
Dr. Martin Wilson：Pegasus医療ITリーダー、GP
Symon McHerron：Pegasus情報サービス担当マネージャ
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Peter Fear：HealthWorks Pharmacy 理事
④ HealthWorks PHARMACY（ニュージーランド、クライストチャーチ）
クライストチャーチ市街にある薬局チェーンの一店舗でeSCRVを使って調剤を行う現場を視察。

⑤ ACT Health（オーストラリア、キャンベラ）
ACTの医療事業と医療ITを担当する政府色の強い組織であり、キャンベラにあるCanberra 
Hospitalが事業の拠点である。
会議に出席したACT Healthの主要メンバーは以下の通りである。（図6）
Judy Redmond：最高情報責任者
他4名（氏名・役職は不明）
Orion Health Australia　のメンバー3名

⑥ Orion Health Australia（オーストラリア、キャンベラ）
オーストラリアでACT Healthや国のEHR開発プロジェクトに参画している。
会議に出席したOrion Health Australiaの主要メンバーは以下の通りである。
Chris Stephens：オーストラリアおよび東南アジア担当マネージャ
Dr. Justin Otto：医療コンサルタント
Jimmy Young：オーストラリア（シドニー）担当マネージャ

Kimbal Riley Sandra Oldfield 

Dr. David Hay Dr. Sheryl Jury 

図3　Orion Health本社での会議
Orion Health本社の幹部
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Dr. Nigel Miller 
（右から2番目） 

Chris Dever 
（中央） 

John Gale 
（左端） 

Rhys Davis 
（左から2番目） 

図4　CDHBでの会議
CDHBの主要メンバー、ほか

Pegasus Health のビル 

Dr. Martin Wilson 

図5　Pegasusでの会議：Pegasusのオフィスとリーダー
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Jimmy Young 
（左端） 

Dr. Justin Otto 
（右端） 

Judy Redmond 
（右から3人目） 

Chris Stephens 
（右から4人目） 

図6　ACT Healthでの会議
ACT HealthおよびOrion Health Australiaの主要メンバー
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3  ニュージーランド調査
3.1  ニュージーランドの医療制度
ニュージーランドは政府が国民の健康に全ての責任を負っている。DHB（District Health Borad、
地区保健局）[9]という各地区の医療組織が政府に代わって実際の保健医療サービス事業を運営してい
る。経緯と現状について概観する。

3.1.1  医療制度の経緯と現状
　ニュージーランドの医療制度は1956年に制定されたHealth Act 1956 [10]が基本になっている。政
府が国民の健康を守るという基本理念に基づき、様々な手厚い制度が設けられた。保健医療サービス
を担う組織は、トップに議会に責任を持つ大臣がいて、その下に保健省がある。保健省は、国全体の
方針と財政に責任を持ち、保健医療サービス行政全般を取り仕切る。DHBは2000年に制定された
New Zealand Public Health and Disability Act（以下NZPHDAと記す）[11]という法律の下に設立
された。同じくNZPHDAの下に、2009年に国家保健局（National Health Board、以下NHBと記す）
[12]という組織が設立され、NHBはDHBではできない、例えば血友病のような特殊かつ国レベルで多
額の費用がかかる保健医療サービスの調整と財政を担当している。保健医療サービスの費用の大半は
税金を原資として政府が（各DHBを通じて）負担し、国民は地域の診療所でGP（かかりつけ医）によ
るプライマリ・ケアを受けるときに費用の一部を共同負担するが、公立病院は無料である。ただし、
私立の病院や専門医にかかる時は個人で費用を負担する必要があり、そのための医療保険はあるが、
保険に加入する人は国民の約40％だという。6歳以下の子供や妊婦の医療費は無料である。しかし、
公立病院や私立病院、そして専門医に診てもらうためには、プライマリ・ケア側からの紹介状が必要
で、日本のように自由に病院を選ぶことはできない。直接公立病院へ行くと、急患でトリアージスコ
ア（治療の優先順位）が高い人でない限り、いつ診てもらえるか分からないというのが現実であり、
従って国民はまずプライマリ・ケアへ行く。また、NZPHDAの下では、障害者に対しても患者と同じ
サービスを行うことが義務づけられている。

医療制度の中で、日本にはないユニークな制度のひとつがnurse consultationと言われるものであ
る。所定の訓練を受けた看護師が、熟練した医師の監督の下に医師と同じように患者を診察し処方ま
で行えるようになっている。2009年のGPの診察数が1,180万件であったのに対し、看護師の診察数は
174万件と全体の1割を超えている。ニュージーランドでも医師不足は深刻な問題であり、nurse 
consultationはそれをカバーしている。

また、ニュージーランドにはACC（Accident Compensation Corporation、事故補償公社）[13]と
いうものがあり、全ての事故の補償処理を取り扱っている。ニュージーランドには過失の事故を補償
する法的な制度はなく、万一事故に遭っても相手を訴えることができない。これは保健医療サービス
においても同じであり、事故の補償はACCが行う。

医療ITは医療制度を支えるものとして大変重要である。その中でNHI（National Health Index）番
号[14]はサービスの根幹をなすものである。これは国民一人ひとりに本人特定のための医療専用のID
番号を付与するしくみであり、1980年代よりその取り組みが始まり、1992年に完成した。NHIは政府
が管理し、保健医療サービス従事者は患者の本人確認を政府に問合せて使用している。患者は自分の
ID番号を知る必要がなく、IDカードは発行されていない。
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DHBの成り立ちであるが、元々各地にあった大きな病院の周囲に小さな診療所が集まり、その地域
の保健医療サービスを担っていた。それが核となり組織化され、地域間でサービスと財政に関してお
互いに競争するようになった。政府はこれを整理するために、NZPHDAの下に2000年にDHBを設立
した。これが16ある地方自治体のエリア区分とは異なる20の保健医療サービスのエリア区分である
DHBができた経緯である。DHBの役員は政府が選んだメンバーと地方の選挙で選ばれたメンバーで構
成され運営されている。現在は保健省の下で国を20のDHBに分けて保健医療サービスが行われてい
る。（図7）人口で見ると、一番大きなDHBはAuckland DHBで約60万人、一番小さなDHBはWest 
Coast DHBで約5.5万人である。成り立ち上やむを得ないが、国の人口440万人に対し20のDHBは多
過ぎるため、現在DHBを統合する話が進められている。保健省の下に、DHBの財源で、
PHO（Primary Health Organization）[15]という非営利団体が組織化されており、PHOはGPグルー
プや看護師団体、調剤薬局グループ、高齢者ケア施設、歯科医院、メンタルヘルスケア団体などのプラ
イマリ・ケアに従事する人たちで構成され、連携しながら地域内の保健医療サービスを行っている。

20 DHBs 

図7　DHBの区分
全国を20のDHBに区分している

このように素晴らしい医療制度であるが、一方で公的医療費は膨らみ続けている。その対策として
2000年頃より医療費を抑制する行政改革が断行されたが、その結果、公立病院のサービスが悪化し、
利益を上げることができない地方の公立病院は閉鎖に追い込まれるなど大きな問題が発生した。現

- 10 -



在、保健省は各DHBに対して、KPI（Key Performance Indicator、主要業績評価指標）[16]の手法を
使い、保健省より配分された財源を使ったサービスの実行度を測り、成果に応じて次年度の予算を調
整するやり方で、成果を生まない財政支出を極力抑えるように努めている。2011年の評価項目と指標
は次の6つである。
(1) 救急施設における患者の入院期間の短縮：95％が6時間以内に退院すること
(2) 手術を受ける機会の改善：改善することにより退院人数が年間4,000人増えること
(3) がん治療待ち時間の短縮：4週間以内に専門家による放射線治療を行うこと
(4) 予防接種率の増加：2012年7月までに2歳児の接種率を95％にすること
(5) 禁煙治療推進：
2012年7月までに喫煙する入院患者の95％を禁煙させること

    2012年7月までに喫煙する診療所患者の90％を禁煙させること
(6) 糖尿病と心疾患へのサービス改善：
    (a) 過去5年以内に有権者の90％が脳血管障害（CVD）リスク評価を受けたこと
    (b) 糖尿病患者の毎年実施される無料検診受診率が向上すること
    (c) 糖尿病治療に対する患者の満足度が向上すること

DHBは政府から移管された財源の配分を人口的な面や人種的な面、さらには貧困や病気のレベルな
ども勘案しながら決める。限られた財源の中でどうやって医療サービスを維持するかという難しい課
題に直面している。この課題を解決する方策として、新たな医療改革や医療IT計画の取り組みが考え
られており、これに関しては後述する。

3.1.2  CDHBの取り組み
　 CDHBは人口規模と管轄するエリア面積が共に国内で2番目に大きいDHBである。CDHBの従業員
は約9,000人、CDHBには属さないがCDHBの財源で地域の高齢者のケアなどを行っている診療所の従
業員などを加えると、カンタベリー地方全体の保健医療サービス従事者は約16,000人になる。年間予
算は約13億ニュージランドドル（約850億円相当）であり、1人当りの費用でみると約17万円となり、
日本と比べると少ない。CDHBには14の病院と131の診療所、116の薬局、109の歯科診療所、105の
高齢者ケア施設、56のメンタルヘルス医院などがある。診療所のGPの人数は約400人で、GPひとりが
診る患者の人数は1,000～2,000人であるという。CDHBでも住民の高齢化に対応することが最大の課
題となっており、今のまま何も対応できなければ2,020年には現状の2倍の規模のサービスを提供しな
ければならなくなり、これは財政的にみて非現実的なことであり、従ってどのような保健医療サービ
スシステムにすればいいのか、持続可能なサービスのあり方についての検討が急がれている。

既に取り組んで成果を出している例のひとつは、救急治療時における入退院指標の改善である。詳
しい計算方法はわからないが、ニュージーランドの標準値に対して2割以上の効果を上げているという
ことであった。10年近く地域の診療所等と共同で取り組んできた成果であるという。コンセプトは
BSMC（Best Sooner More Convenient）、つまり、患者にとって便利な場所で早目に適正なサービ
スを提供することである。適正なサービスのために考えられたのが、Health Pathwayと呼ぶ診療所の
GPと病院の専門医を統合してサービスを実施するための管理手法である。患者の容体に最も適した
サービスをGPと専門医が共同で検討し、パスウェイに沿って役割を分担しながら患者の病気を改善さ
せる取り組みを行うもので、既に300ほどのパスウェイが準備されているという。患者に施すべき標準
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的なサービスがわかると同時に、専門医に診てもらう必要がある場合は、患者を待たせることなく対
応できる。また、このHealth Pathwayには、GPと専門医が素早く緊密に連携できるようにするため
のERMS（Electronic Referral Management System、電子紹介状システム）というシステムが既に組
み込まれているという。

　 2011年2月22日にクライストチャーチで発生した地震の際は、CDHBが市全体の医療の調整と支援
のリーダーシップを担った。けがをした被災者を緊急で受け入れるために、病院では急ぎではない手
術を中止し、外来を断った。入院中の患者で病院を離れても大丈夫な人には早期退院してもらった。
また、被災した高齢者は他の地域やオーストラリアなどへ避難させたという。被災した住民はところ
構わず病院や診療所へ押しかけサービスを要求したが、病院の医師やGPはその人たちの診療記録を有
効に利用することができなかった。病院のインフラは地震に耐えたが、地域社会に住んでいる人の記
録をほとんど持ち合わせていなかった。一方、診療所は地震の被害で開くことができないところが多
く、診療所内に保存していた記録を使ってすぐに対応することができなかった。病院と診療所が日常
的に連携し、診療所に保存されていた記録を病院が利用できていたら適切な対応ができたのであるが
その環境が整っていなかった。国の医療IT計画で考えていたことが実現する前に、地震による現実的
な課題に直面し、このことが、後述するeSCRVが誕生した直接の引き金になっている。

3.1.3  医療改革
ニュージーランドの人口は増加しており、特に高齢者の割合は急速に増えるものと予測されてい
る。このような中で、現在、保健省は国民の死亡を防ぐための教育とサービスの取り組みに力を入れ
ている。伝染病や精神疾患、幼児虐待、ガン、循環器疾患、糖尿病、その他慢性病について、国民に
広く教育を行い早目の検診を受けるように指導している。また、病気の予防を人種の面からも考え、
原住民であるマオリやポリネシア系、アジア系、ヨーロッパ系など、人種別の教育を進めている。し
かし、この取り組みと財政を抑制する取り組みとは背反するものになり、現実的には十分なサービス
が実現できていない。保健省は2010年より、ITを活用し、患者の視点に立ったサービスのあり方を追
求する抜本的な医療改革を進めている。また、各DHBは保健省の要望に沿えるように独自の取り組み
を模索しており、中でもCDHBは従来からの取り組みに加えて、新たな医療システムの構築に向けた
取り組みを進めている。

CDHBは統合医療システムのコンセプトを考えている。住民の健康と個人への医療の提供のバラン
スを取りながら、自分たちの役目を果たそうと考えている。コンセプトの基本は患者中心にサービス
のあり方を考えるというものである。その原則は、まず住民の健康を保つサービスを支援すること、
そしてそのサービスは住民の家の近くや家の中で行うこと。プライマリ・ケアにより高度な機能を持
たせること、そして、プライマリ・ケアをサポートするセカンダリ・ケアのサービスを無料にするこ
となどである。このコンセプトをモデル化すると、イギリスのKing’s Fund[17]が描くモデルと同じよ
うなものになる。（図8）患者が住む家に焦点を当て、その周囲の地域にサービス網を構築し、病院は
あくまでも臨時という位置付けで一番端に置いた統合医療システムである。このシステムが機能する
ために最も必要とされるのは情報システムであり、患者の周りに情報システムを構築し患者の状況に
常に焦点を当てるようにすべきであると考えている。セカンダリ・ケアを行う人がプライマリ・ケア
を行う人と協力し、支援し、病院内ではなく患者の家でサービスを行うプログラムや救急管理のプロ
グラム、必要時に患者を病院に移すプログラムをつくり、患者をマネージすることにより、質の高い
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サービスと財政抑制という背反する課題を解決しようと考えている。

図8　新しい医療システムモデル
患者の家を中心にして医療システムを構築するコンセプトを示す

このコンセプトの基本にあるは患者が医療に係わる時間を極力減らすことである。患者にとって無
駄な時間を減らすこと、それは必要以上の無駄な医療を減らすことであり、結果として無駄な財政支
出を減らすことにつながる。具体的には以下のような三つの取り組みに集約される。

(1) 患者の問題を早期に特定する
患者の中には“frequent flyers”と呼ばれる人がいる。何度も深刻な病状のために入退院を繰り
返す患者である。病状が深刻になる前に“flying squrd”と呼ばれるチームが地域を回り、リスク
の高い人を早く見つけて、積極的にプライマリ・ケアで手当てしてもらうようにする。どうして
もプライマリ・ケアでは対応できない病気の場合は病院へ入院させる。

(2) 入院期間を短くする
　 (1)のプライマリ・ケアでの早期判断により入院する患者に対しては、手術や薬による早期処置
やリハビリサービスを施し、早く快復させることにより入院期間を短くする。退院した患者は再
び元の地域社会へ戻る。これに対応するためのプロセス開発は完了しているという。

(3) 日常データの活用とプロセス開発
　 上記の取り組みを支えるために住民一人ひとりの日常データを集め、評価し、必要なプロセス
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を適用する。例えば、interRAI[18]という国際団体があり、そこでは高齢者のフルデータを評価
し、問題を予期する。それを保健医療サービスに活用するアイデアがある。地震の際にはこのや
り方を使ってみて有効であることが証明されたという。また、急病の患者に対しGPがモニタリン
グしながら患者を自宅で管理するプロセスも進められている。

患者のケアを病院ではなく自宅の周りに置き、できるだけ入院させずに地域社会でケアしていこう
というこの考えは、高齢者の元気を回復させ自立を促進するものであり、CDHBは国の医療改革の一
環として、このコンセプトモデルを先行して実現したいと考えている。

3.2  ニュージーランドのEHR
　ニュージーランドの医療ITへの取り組みは政府主導で1980年代より行われていて、1990年代には大
きな進展があったが、2000年からの10年間はその進展が止まった。しかし、ニュージーランドの医療
分野の電子化率は世界有数のものになっている。2010年から新たな取り組みが開始されており、その
経緯と取り組みについて概観する。

3.2.1  医療ITの経緯と現状
医療制度で述べたように、1980年代よりNHIの取り組みが進められていたが、本格的に医療ITが開
花したのは1990年代であった。政府が財源を拠出し、ニュージーランドの医療ITは大きく前進した。
電子システムに対する保健省の補助金を受けて、GPのEMRの導入率が一気に上がった。当時はイン
ターネットがそれほど普及していなかったこともあり、医療機関同士でEMRのデータを共有すること
はなく、EMRのデータは診療所内に保存されるにとどまっていた。2000年代に入ると、既に述べた通
り医療費を抑制する行政改革の影響を受け、医療ITの進展はほとんど停止した。ちなみに、現在の
EMRの導入率は約95％になっており、ベンダの数は全国で9社であるという。

2009年に設立されたNHBの傘下に、従来からあった医療情報戦略アドバイザリ委員会（Health 
Information Strategy Advisory Committee、以下HISACと記す）[19]をベースにして2009年末に国
家保健IT局（National Health Information Technology Board、以下NHITBと記す）[20]がつくられ
た。このNHITBの下で国家医療IT計画（別名eHealth）が最終的にまとめられ、2010年9月
に“National Health IT Plan”として発表された。eHealthプロジェクトは政府の財源で進められてお
り、NHITBがこれを厳しく管理している。50万ニュージーランドドル以上のプロジェクトについては
NHITBの承認を受けるように規定されている。カナダと同様にアメとムチをうまく使い分けながら進
められている。

　 前述のように、1990年代につくられた医療情報システムはほとんどが個別のシステムであり、リポ
ジトリも国と地区と各保健医療サービス機関がそれぞれ保有していた。これには技術的な側面もあっ
たが政治的な側面が強く影響していたようである。従って、以下のような問題があった。
(1) 情報は個別のリポジトリ内に固定化されている
(2) システムは独立していて、システム間をつなぐことはなされていない
(3) EMRのデータ形式がまちまちで相互運用性がない
(4) EMRのデータが必ずしも正確ではない
(5) 患者は自分の情報を見ることができない
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　 従来のシステムは、元々情報を共有する目的を持っていなかったため、このような問題は当然起こ
る。そこで、データを生かしたまま共有化できるようにするためのしくみを構築する目的で国家医療
IT計画が考えられた。

3.2.2  国家医療IT計画（eHealth）[21]
3.2.2.1  ビジョン
　国家医療IT計画のビジョンは、2014年までに高品質の保健医療サービスと患者の安全の改善を実現
するために、住民の保健医療情報を電子的に利用できるようにすること、保健医療情報は本人が利用
できるようにするとともに、サービスを提供する人たちがどこからでもアクセスし利用できるように
することである。そして、これを可能にするために、医療は共有するものであるという基本理念を持
ち、常に住民を中心に置いて、その医療に住民もサービス提供者も情報も参加させるという統合的な
概念を持つことが原則であるとしている。なお、ニュージーランドには、保健医療サービス提供者が
別の提供者の記録を見る権利があるという法律が存在するようだ。

　eHealthを進めるに当り、医療情報を共有することについて、保健医療サービス従事者と国民に調査
が行われた。保健医療サービス従事者はeHealthに積極的に賛成する人が多かったが、国民の意識は
複雑であった。国民はプライバシー保護の観点から、診療や治療に必要な情報であれば保健医療サー
ビス従事者が共有することに対する抵抗感は少ないが、個人が特定されるような情報や人に知られた
くない病気などの情報を全て共有することに対しては抵抗感が大きいという。eHealthはopt-
out（opt-offとも言う）、つまり原則は全国民が参加するしくみであるが、それが嫌な国民は手を上げ
てeHealthから抜けることが可能である。今のところ国民にとってのメリットの方が大きいようであ
り、これについてはeSCRVのところでも触れることにする。

3.2.2.2  基本的概念
　図9に国家医療IT計画の基本的概念を示す。このモデルは2010年9月にNHITBより公表されている。
計画には二つのフェーズがあり、最初のフェーズは、診療所のような地域のプライマリ・ケアのシステ
ムと病院のようなセカンダリ・ケアのシステムを相互運用性のあるやり方で接続し、共有のリポジト
リを作り上げることであり、これを最初の2年間で実現する計画である。そして、次のフェーズでは完
成した共有リポジトリを使い、プライマリ・ケアとセカンダリ・ケアが効率よく分担してサービスを
行える情報環境を整え、一歩踏み込んでケア・プランを共有し国民中心のサービスを実現することで
あり、次の3年間で、スタートから合計5年をかけて2014年に完成させる計画である。
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国家医療 IT 計画 

図9　国家医療IT計画
このモデルは計画の概念を示す

　 なお、リポジトリについては、国全体で統合することのメリットはあまりなく、NHIや
HPI（Health Practitioner Index、医療機関を特定するID）[22]などのように国が管理すればいいも
の、診療データなどのように各DHBで管理すればいいもの、調剤データなどのように民間の保健医療
サービス機関で管理すればいいものなどに分けて情報を管理し、必要なときに閲覧できるようにすれ
ばいいという考えである。

3.2.2.3  相互運用性
　 データ形式の異なる情報が、個別のリポジトリにバラバラに保管されているため、相互運用性を確
保することは極めて困難である。NHITBではアーキテクチャを専門的に検討するグループ（Sector 
Architects Group、SAG）のアドバイスを受けて、相互運用性を検討するワーキンググループ
（Interoperability TWG、以下ITWGと記す）が相互運用性アーキテクチャを作成し、それを医療情
報標準化機構（Health Informatics Standards Organization、以下HISOと記す）[23]が検証するしく
みで、相互運用性レファレンスアーキテクチャが決定される。2011年6月にITWGよりHISOへ正式な
提案が出されており、2011年度内に承認が下りる予定である。

　アーキテクチャ作成を進める際には、以下の7項目の原則に照らし合わせるようにした。
　(1) 国家戦略と整合させること
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　(2) 実際のビジネスに必要なところに焦点を合わせること
　(3) 各専門分野と連携すること
　(4) 証明済みの標準規格を使うこと
　(5) 情報を的確に表現すること
　(6) サービス面から考えること
　(7) データ変換のための単一モデルを開発すること

　 この原則に従ってアーキテクチャ開発は進められた。相互運用性を保つために重要な要素となるの
は、まずシステム間でデータを動かすユースケースを整理することである。次に、それが相互運用性の
あるデータであれば次の分類のワークフローへ送り、相互運用性のないデータは、別のモデル化フ
ローへ送られ相互運用性のあるデータに変換される。モデル化フローでは、ユースケースのコア部分
を拡張し、詳細なモデルに置き換える。モデルはCCRとISO 13606アーキタイプの両方で表現される
ようになっている。このモデルに基づいてHL7 CDAテンプレートが自動的に生成され、分類のフロー
へ戻される。分類のフローへ集められた全てのデータはHSSP（Healthcare Services Specification 
Project）[24]を使ってサービス毎に分類され、地区のドキュメントリポジトリへ格納される。このよ
うな一連のワークフローを、地区内の個別のシステムに保存されているデータに対して適用し、それ
を集めることにより共有記録として利用することになる。（図10）

データの変換と共有化のしくみ 

図10　データの変換と共有化のしくみ
モデル化により相互運用可能なデータに変換されリポジトリに格納される
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　 ベストではないかも知れないが、ドキュメントの中味を表現するためにCCRやアーキタイプを使
い、変換のための構造としてHL7 CDAを使う、このやり方が現時点ではベターであるという。アーキ
タイプは医師が理解できるため、これを使うことによって医師とうまくやれるという説明であった。

3.2.2.4  プロジェクト内容
　 国家医療IT計画は、様々な開発プロジェクトに分けて取り組みが進められている。その中の代表的
なプロジェクトについて説明する。

(A) GP2GPプロジェクト（図11）
　各診療所には個別にプライマリ・ケアを管理するシステム（Practice Management System、以下
PMSと記す）があり、そこに患者のデータを保管している。患者が別の診療所で診てもらうときに、
これまでかかっていた診療所から新しい診療所へ患者のデータを移動させるようにするのがGP2GPプ
ロジェクトである。患者のデータは患者と一緒に移動するという患者中心の考え方を具現化するもの
である。ニュージーランドのPMSでは従来からHealthLink [25]が多く使われており、必要なときに医
療従事者の間でメッセージベースの情報交換を行っていた。HealthLinkのベースはHL7 v2 メッセー
ジングであり、例えば、病院の医師が診療所のGPに問合せをする際、病院のシステムに入っているア
ドレスシステムにより診療所や診療所のGPのアカウントを調べ、それを使ってHealthLinkへメッセー
ジを投げる。HealthLinkはそのメッセージを診療所へ送り、送ったという確認を病院へ返す。逆に診
療所から病院へメッセージを投げる場合も同じである。電子メールのようなものと考えればよい。こ
のプロジェクトではCDAドキュメントを仲介する役目を果たすツールキットを開発し、それをPMSへ
実装することにより、CDAドキュメントを直接送り出したり受けたりすることができるようにした。
2011年より既に運用が始まっている。

GP2GPプロジェクト 

図11　GP2GPプロジェクト
プライマリ・ケアを行うGP間で患者のデータを移す概念を示す
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(B) TestSafeプロジェクト（図12）
　 地区内では様々な医療機関で検査などが行われる。このプロジェクトでは、このような検査結果や
放射線施設で撮影されたレントゲン写真、さらには地区内の薬局で調剤された投薬の記録をリポジト
リに集め、それらのデータをウェブ上のポータルを通じて、セカンダリ・ケアを担当する病院の医師
が見たり、プライマリ・ケアを担当するGPや薬剤師が見たりすることを可能にするものである。患者
のプライベートに係わる内容が多く含まれるため、セキュリティが厳しく管理され、利用者にアクセ
スコントロールがかけられている。また、患者本人が希望しない場合は、その患者のデータにはアク
セスできないようになっている。このプロジェクトはオークランド地区で先行して取り組まれてお
り、各地区に展開されつつある。

TestSafeプロジェクト 

図12　TestSafeプロジェクト
リポジトリに集められたデータを病院で見る概念を示す
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(C) eReferralsプロジェクト（図13）
　 これはプライマリ・ケア側の診療所よりセカンダリ・ケア側の病院へ電子的に紹介状を送るもので
ある。 GP2GPで述べたHealthLinkを使って行っている。PMSが標準化されておらず、データのコー
ディングが異なっていたために、PMS内で正しくデータを集めるのにも問題があったという。

eReferralsプロジェクト 

図13　eReferralsプロジェクト
紹介状をプライマリ・ケアからセカンダリ・ケアへ送る概念を示す
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(D) eDischargeプロジェクト（図14）
　 これはeReferralsの逆で、病院の退院サマリを診療所へ電子的に送るものである。現在は
HealthLinkを使い、HL7 v2 RSDメッセージの中にPDF表現の退院サマリと、そのサブセットとして
CDAドキュメントを持たせている。詳細は分からないが別の形式のドキュメントを開発するプロジェ
クトも動いているという。

eDischargeプロジェクト 

図14　eDischargeプロジェクト
退院サマリをセカンダリ・ケアからプライマリ・ケアへ送る概念を示す
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(E) ePrescribingプロジェクト（図15）
　 これは診療所が出す処方を電子的に行うプロジェクトであり、始めたばかりであるという。 
GP2GPで述べたツールキットを拡張して当面対応しているが、将来的にはCDAを使う方向で検討が進
められている。

ePrescribingプロジェクト 

図15　ePrescribingプロジェクト
プライマリ・ケアが発行する電子処方箋が共有リポジトリに送られる概念を示す
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(F) Medicine Reconciliationプロジェクト（図16）
　 これは調剤情報を共有するプロジェクトである。薬剤に対するリスクを抱えた患者の調剤情報をプ
ライマリ・ケアが広く共有し、そのリスクを低減させる取り組みである。患者が病院に入院した時の
薬と、入院後患者と相談し変更した薬、退院時の処方リストを病院が情報提供するものであり、これ
は退院サマリの一部にもなるので eDischargeとの共同取り組みにもなっている。現時点では、ドキュ
メントにはeDischargeと同じPDFを用い、GP2GPのツールキットを使って情報を送り出しているとい
う。

Medicine Reconciliationプロジェクト 

図16　Medicine Reconciliationプロジェクト
病院が提供する調剤情報をプライマリ・ケアが共有する概念を示す

(G) ManageMyHealthプロジェクト
　 民間企業が私的なリポジトリに住民の広範囲な健康情報を持っているケースがある。この健康情報
を救急時に利用する取り組みがこのプロジェクトである。具体的にはMedTech [26]という企業
が“ManageMyHealth”[27]というリポジトリを持ち、ポータルを使って住民にサービスを提供してい
る。このしくみを使い、プライマリ・ケアのデータを救急施設でもポータルを通して閲覧できるよう
にするもので、PHR（Personal Health Record）のような意味合いを持つものである。これもGP2GP
のツールキットを使い、CDAドキュメントが画面に表示される。このプロジェクトの概念はGP2GPプ
ロジェクトの概念（図11）と同じである。
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(H) Shared Care Planプロジェクト（図17）
　 これが次のフェーズで最終的に目指すものである。これまでのプロジェクトにより住民の健康に関
する全てのデータを共有する基盤が出来上がる。これを使って、住民一人ひとりのケア・プランを作
り、このプランをその住民のケアに携わる全ての保健医療サービス従事者が共有し、ケア・プランに
沿ったサービスを提供する計画である。住民もケア・プランを閲覧することができ、サービスを提供
する側と受ける側が一体となって健康を守ろうという言わば統合医療の究極の姿を目指している。図
18に住民も入ったケア・プランのイメージを示す。

Shared Care Planプロジェクト 

図17　Shared Care Planプロジェクト
ケア・プランを共有する概念を示す
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ケア・プランの共有 

図18　ケア・プラン
住民も参加しケア・プランを共有するイメージを示す

3.2.3  eSCRV
3.2.3.1  eSCRVの背景とコンセプト
　 eSCRVの背景についてはCDHBのところでも触れたが、2011年2月にクライストチャーチで発生し
た地震が直接の引き金になっている。2010年に国家医療IT計画が公表され、各DHBが開発プロジェク
トを進めている途中で地震が発生し、既存のシステムが有効に機能しなかったことから、CDHBが国
家医療IT計画を基本において緊急対応した。できることから始めたため国家医療IT計画通りではな
かったが、原理は同じであり、政府の全面的な支援を受け、ある意味国家医療IT計画を前倒しするよ
うな形でeSCRVが立ち上がったのは非常に驚異的であった。

日本の東日本大震災と大きく違う点は、既に述べたようにニュージーランドの医療分野での電子化
率が進んでいて、あらゆるプライマリ・ケアを行う保健医療サービス機関に患者のデータが保存され
ていたこと、そして、幸運なことにそのデータがほとんどダメージを受けず使える状態にあったとい
うことである。従って、必要な情報は既に存在していた、それをどういう形でつなぎ共有できるよう
にするかということがすぐに解決しなければならない課題であった。

eSCRVのコンセプトは、医療の現場にいる専門医に情報を提供し、患者に優先的な受益をもたらす
やり方で、安全かつ高品質な医療を提供しようというもので、国家医療IT計画を基本とし、住民の全
員参加opt-outが前提になっている。しかし、プライバシーが関係する情報が含まれていることから、
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住民の意思を尊重する形で進める必要があった。つまり、参加したくない住民はその意思を表示し脱
会する機会があることなどを広く知らせ、住民一人ひとりの理解を得ながら進めていったという。さ
らには、住民の要望もまちまちで、情報によっては共有してもいいが、共有して欲しくない情報は除外
するように求めるケースも多くあったという。これについては後述するが、eSCRVではアクセスコン
トロールで対応しているという話であった。緊急対応であったためやむを得ないことではあるが、こ
れはある意味opt-in（opt-onとも言う）的な考え方にも通じる。

3.2.3.2  Pegasus Health
　 Pegasus Healthはクライストチャーチを中心にプライマリ・ケアを提供しているニュージーランド
最大のGPグループである。診療所の数は107でCDHBの診療所の約8割をPegasusが運営しており、所
属するGPの人数は300人を超えている。従って、地震の時はPegasusのGPたちが救急対応の中心的役
割を担うことになった。

　 ひとつの例であるが、高齢者が診療所へやってきて、とにかく自分の体調が良くないので何とかし
て欲しいと訴えた。一般的に高齢者は複数の病気を抱えており、患者の訴えだけでどう対応したらい
いのかGPは困ったという。救急で運び込まれる被災者が大勢いる中で、この高齢者のトリアージを何
色にしたらいいのか、その手掛かりが無かった。患者のデータが使えれば適切な対応が可能であった
はずであり、そういうこともあってGPたちが自ら情報を共有する活動に立ちあがったという。

3.2.3.3  eSCRVの組織
　eSCRVの組織は大きく4つのグループで構成された。トップに管理グループが置かれ、CDHBの経営
にあたる役員が名を連ねた。その下に実行委員会が置かれ、CDHBの中で医療と情報に関して専門的
な知識を備えている役員が担当した。三つ目がアドバイザリ・グループで、これはプライマリ・ケア
を担当しているGPの代表や、薬剤師、看護師、さらには住民の代表で構成され、彼らは実行委員会の
会議にも参加し医療現場や住民の意見を反映したという。四つ目が実際にプロジェクトを推進するグ
ループで、Orion Healthのメンバーがリーダーを務め、各保健医療サービス機関からの代表者がその
任にあたった。Orion Healthがリーダーの役目を担ったのは、国家医療IT計画のプロジェクトの中で
Orion Healthのポータル技術が既に使われていたという背景があったためである。

3.2.3.4  eSCRVの取り組み
　 最初に検討されたのが、どういうデータを個別のリポジトリから出してもらうかということであっ
た。以下のようなデータが提案された。ただし、提出されるデータの正確性や完全性、信頼性に関し
ては保証しないという条件を与えた。

・患者基本情報
・患者データヘッダ情報
・最終来院日
・診断分類
・処方薬
・アレルギー、警告
・検診データ（血圧、体重）
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　 診療所や薬局、それとNurse Maude[28]という看護や介護を行う施設からの情報がPegasusに集め
られ、そのデータと病院のデータを統合して、ポータルを通して全てのサービス従事者が閲覧できるよ
うにしている。図19にその全体像を示す。なお、薬局が調剤するための処方箋は、薬の製品名ではな
くいわゆる薬用名で出される。薬剤師がオリジナルにするかジェネリックにするかを判断し調剤して
いるという。薬局ではeSCRVを見て調剤するが、どういう調剤をしたかという情報は薬局では入力さ
れない。

eSCRVにおける情報の流れ 

図19　eSCRVにおける情報の流れ
全てのサービス機関からの情報が一ヶ所に集められ共有されるイメージを示す

　 この情報の流れの中で最も配慮されているのが患者のプライバシーである。患者のプライバシーに
配慮して、CDHBとPegasusの両者により厳しい監査が実施されている。ポータルへの個別のアクセス
に対してはログが取られ、自分の患者ではない人の情報へのアクセスは厳格にチェックされる。ま
た、誰がどの情報にアクセスしていいかについては、詳細に分類されコントロールされている。必要
なデータは全て集められるが、アクセスする人によって見せてもいい情報が決定される。それはポー
タルの見せ方で変えているという。なお、患者が自分のデータを見たい場合は、患者は病院や診療
所、薬局、看護や介護の施設などへ行き、担当する保健医療サービス従事者が開くポータル画面を一
緒に見ながら、必要に応じて相談を行うことになる。eSCRVではここまでしかできないが、2014年に
eHealthのShared Care Planプロジェクトが完成すれば、患者は患者用ポータルを通して自分のデー
タを見ることができるようになる。
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　 Opt-outへの対応も同じである。患者がデータを共有して欲しくない場合は、その患者のデータは
ポータルの設定で見えないようにすることができる。データを消去してしまうと、患者の気持ちが変
わったり、他の地区へ一旦出てまた戻って来たりした時の対応ができなくなるので、そのような考え
を取り入れているという。法律で患者の情報を保持する期間は10年と決められているが、ほとんどの
病院や診療所では患者のデータを消去することはしていないということであった。eSCRVに対する住
民の評価は高い。プライバシーにしっかり配慮しながらやっていることで、住民の抵抗感は非常に少
なく、逆にもっと早くやって欲しかったという意見も多かったという。ちなみに、これまでopt-outし
た住民は約40名いるそうで、詳しい理由は分かっていないが、ほとんどがeSCRVのメリットを正しく
理解せず、感情的に判断してしまう感じであったという。これまで医師の側にも住民の側にも情報を
共有することに対する心の問題、不安があったが、地震後の緊急対応によりその心の問題を払拭する
ことができたという。

　現在（2011年11月時点）eSCRVに参加している診療所の数は131ヶ所中10ヶ所、薬局は116ヶ所中
4ヶ所である。これを2014年までに診療所は90％に、薬局は100％にするのが目標である。なお、
eSCRVにかかる費用は、初期導入費用についてはCDHBとPegasusが共同で負担し、ランニング費用
についてはCDHBが全額負担、メインテナンスについてはCDHBとPegasusが共同で負担することに
なっている。

　実際にeSCRVで使用されているポータルのサンプル画面を図20から図26で簡単に紹介する。

eSCRVのクリニカルポータル 

図20  eSCRVのトップページ
この初期画面から共有情報にアクセスする

- 28 -



患者基本情報 

eSCRVドキュメントフォルダ画面 

図21  患者基本情報とフォルダ情報
eSCRVの情報が格納されているフォルダを表示する例を示す

プライマリ・ケアのデータ 

図22  プライマリ・ケアデータ：共有されているプライマリ・ケアデータの例を示す
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薬局の調剤データ 

図23  薬局の調剤データ：調剤データの詳細が表示される例を示す

紹介状 

図24  紹介状：紹介状の概要が表示される一例を示す
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患者同意確認画面 

同意状況 

図25  患者同意状況：個々の患者の同意状況の例を示す

監査画面 

図26  監査：ポータルへのアクセスログを監査する画面の例を示す
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3.2.4  ニュージーランドのEHRの課題
　 これまで述べたようにニュージーランドのEHRは比較的順調に進められているが、いくつかの課題
も残している。ひとつはEHRリポジトリの統合である。リポジトリはどういうEHRを構築するかによ
り仕様や規模が決まる。人口440万人の国で20のDHBが別々にリポジトリを持つことは明らかに非効
率であり統合が必要である。しかし、リポジトリの統合には技術上の問題もあるが政治上の問題が大
きく絡んでいる。まずはDHBそのものの統合を政治的に決着させることが先決である。ふたつめはセ
キュリティである。国民の健康を守ると共に、プライバシーへの配慮が必要である。Opt-outのEHRシ
ステムに国民が安心して参加できるように国全体のコンセンサスを取る必要がある。次がデータの二
次利用である。ニュージーランドのEHRはEMRをそのまま共有し、保健医療サービスの現場で利用す
るものであり、例えば、データを加工して医学の研究のために利用したり、PHRの一部として国民が
利用したりするプランは現在のeHealth計画の中にはない。関係者は大事なことであると認識している
が、将来のプランになるということであった。
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4  オーストラリア調査
4.1 オーストラリアの医療制度
　 オーストラリアは社会保障制度が充実しており、医療制度もニュージーランドと同様に政府による
サービスが確立されている。ニュージーランドと違うのは、州政府の力が強く、医療制度も州によっ
て異なっているのが現実である。しかし、国民は医療制度の恩恵を受け、世界でも有数の長寿国を実
現している。経緯と現状について概観する。[29]

4.1.1  医療制度の経緯と現状
　 オーストラリアの医療制度は1975年に成立した「メディバンク（強制加入の国民健康保険制度）」
をベースに1984年に成立した“メディケア（Medicare、医療保障制度）”[30]の下に運営されている。
個人の経済状況によって医療を受けられないことがあってはいけない、というのがこの制度のコンセ
プトであり、医療費の財源は国民より徴収される税金により賄われている。そのしくみは複雑である
が、一部は“メディケア徴税（Medicare Levy）”という制度により集められた所得税が引当される。
これは一定レベル以上の所得のある人から所得に応じた税金の徴収を行う制度である。従って、オー
ストラリアの保健医療サービスは原則無料になっている。オーストラリアでGPにかかった場合、所得
が低い人は低所得者ヘルスケアカード（Low Income Health Care Card）を提示すればGPに費用を
払う必要がなく、全額メディケアが負担する。また、もし低所得者ではない人がGPに費用を前払いし
た場合には、還付システムを使ってメディケアへ払い戻しを請求することができる。また、薬局で調
剤される薬の費用の75％を政府が負担する。

　 しかし、オーストラリアでも高齢化の進展や高額医療の普及による医療財政負担増から逃れること
はできず、現在のメディケア制度は、国費による医療費の一定割合の支給（メディケア支給）と、公立
病院の費用全額負担に限定されるようになり、民間保険によるサービスを併用する形で成り立ってい
る。民間保険に加入する人の割合は徐々に増えており、患者は有料であるがサービスが充実した私立
病院を選ぶか、無料であるがサービスが限定された公立病院を選ぶか、どちらかを選択することにな
る。どちらかと言うと、無料サービスが受けられる公立病院に集中しがちであるが、長い時間待たさ
れることが多く、課題になっている。オーストラリアでもニュージーランドと同様に、通常のプライ
マリ・ケアはGPで受け、病院は原則的に入院や手術が必要な場合と救急の場合に使われることになっ
ているが、直接公立病院へ行く患者が多いという。また、検査や専門医に診てもらう場合はGPの紹介
状が必要で、検査結果や専門医の診断結果はGPに報告され、GPが総合的な診断を行うことになって
いる。

　 オーストラリアにもニュージーランドと同様に、国民一人ひとりに本人特定のための医療専用のユ
ニーク番号を付与するしくみがあり、IHI（Individual Health Identifier）[31]と呼ばれている。国民
全員にこの番号が記載されたメディケアカードが渡され、国民は保険医療サービスを受ける時はメ
ディケアカードを使用する。13歳までの子供は親のカードでカバーされ、14歳から18歳までは本人が
申請することにより自分用のカードをもらうことができ、18歳以上になると全員がメディケアカード
を持つことになる。IHIは国の法律の下に厳重に管理されている。
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4.1.2  ACT Health
　ACT Healthは人口約35万人から成るオーストラリア首都特別地域で保健医療サービスを担当する州
の保健省に相当の政府の機関であり、直営の公立病院を運営している。オーストラリアの公立病院は
連邦政府と州政府が共同で財政を負担し、運営は州政府が行う。キャンベラ病院はその中核となる総
合病院で、約600のベッド数を持ち多様なサービスを住民に提供している。ACT HealthはACTにおけ
る医療ITも担当しており、連邦政府が推し進めるeHealthの先導的役割を果たしている。

4.2  オーストラリアのEHR
　 オーストラリアでは2000年の始め頃より医療ITの導入が検討されていた。連邦政府が資金を出し、
いくつかのパイロットプロジェクトが実施されたが、大きな進展はなかった。そして、2008年に連邦
政府が医療改革の根幹となる医療ITを推進する取り組みを公表した。その経緯と取り組みについて概
観する。

4.2.1  医療ITの経緯と現状
　 オーストラリアでもニュージーランドと同様に医療の電子化は進んでいて、電子カルテの導入率は
90％程度である。電子カルテベンダは競合していたが、現在では7社になっているという。連邦政府は
2008年に医療改革の計画を発表し、ITを活用することを決めた。eHealth戦略である。eHealthを推
進するためにNEHTA（National E-Health Transition Authority）[32]を設立した。NEHTAは政府か
ら独立した民間の団体であるが、資金の50％を連邦政府が拠出し、残りの50％を州と準州が拠出する
とともに、連邦政府と各州・準州の代表によって運営されており、実質的に政府の機関のようなもの
である。カナダのInfowayと似たような機関であるが、財源を州や準州には提供しない点がInfowayと
は異なる。

　 NEHTAの役割は元々Infowayと同じような役割が考えられていた。つまり、オーストラリアの医療
ITを国レベルで推進する、そのための基本となる標準を作るのがミッションであったが、その役割は
徐々に変化し、eHealthに関する細かい規格づくり、例えば退院サマリや投薬情報など、カナダでは各
州に任せているようなことまでやり始め、現在ではeHealthを直接運営管理することも手掛けてい
る。オーストラリアではターミノロジーにSNOMEDを採用することに決めているが、このライセンス
契約はNEHTAが一括して行い、国内へのライセンスはNEHTAから発行される。また、IHIサービス管
理もNEHTAが行っている。カナダでは連邦政府と州政府の役割分担、そして、Infowayと州保健省や
ITベンダの役割分担が明確に決められ、連邦政府やInfowayは財源を出し方針は決めるが具体的なや
り方は各州の裁量に任せるやり方で国全体のEHR推進が行われているが、オーストラリアではこうし
た役割分担が明確でなく、どちらかと言うとトップダウン的なやり方で進められている。ニュージー
ランドではボトムアップ的な取り組みが進められており対照的である、国それぞれの事情があるので
一概にどちらがいいとは言えない、今後の推移を注意深く見守る必要がある。

4.2.2  eHealth
　2008年にオーストラリア保健省より国家eHealth戦略が発表された。[33]その中でオーストラリアの
医療の（2008年時点の）現状を次のように述べている。全国の約1,000ヶ所の公私立病院と約10,000
万ヶ所の診療所などの施設で、85万人の従事者がオーストラリア全国民の保健医療サービスを担って
いる。オーストラリアの医療保障制度は国民に満足を与え、世界でもトップクラスの長寿国を築くこ
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とができた。しかし、高齢者や慢性病患者の増加、さらには高度な高額医療の普及に伴い、このまま
では国家として医療財源を確保することが困難になることは明らかである。2005年の支出はGDPの
9％に当る870億豪ドル（国民一人当たり約4万豪ドルになる）が支出されたが、2045年にはGDPの
16％から20％の財源の確保が必要になる見込みである。国民の健康を守る医療保障制度を将来も維持
していくためには、どうしても医療改革が必要である。

　 医療改革の柱となるのがITの活用である。医療制度が連邦的なレベルにある一方で医療を支えるべ
き情報が全て個別のシステムの中にあるのは医療制度に寄与しない。国レベルで医療情報を保存し、
共有し、医療の現場でこの情報を有効に使うことが必要である。ある研究によれば、国内の医療事故
の約18％が適切な患者情報が使えなかったことに起因し、それによる損失は支出の約3％にもなると
いう。つまり、患者情報を使うことができていれば、年間約30億豪ドルが節約できたのである。

　 eHealthのビジョンでは、医療情報を保健医療サービス従事者へ提供し、それを利用して国民への
サービスの計画・管理・提供に使うことにより、全オーストラリア人に対して安全・高品質・公平か
つ維持可能な医療制度が実現できる、としている。そして、ビジョンを実現させるために以下の7つの
原則を戦略に取り入れた。

(1) 国のeHealthを支えるインフラを構築すること
(2) eHealthソリューションを開発し提供する重要なステークスホルダと共同で進めること
(3) 住民や保健医療サービス提供者と管理者に大きな効果を生む地域から優先的に実行すること
(4) 保健医療サービス提供者に多大な負担をかけないようにバランスを考えた支援を行うこと
(5) 全国展開時は規模を勘案し効果的に行うこと
(6) ソリューション実行時は、開業医やベンダに制限をかけない形で連携すること
(7) スキルを持つ開業医がeHealthの展開を支援できるようにすること

　 インフラ構築を進めながら必要なソリューション開発を行い、その上で保健医療サービス提供者の
日常の仕事に影響を与えないやり方で既存のITシステムを変更し活用できるようにするために、まず
ACTに限定して先行導入を進める考えである。eHealthは世界各国で先行して進められているEHRを手
本にしながら検討がなされ、カナダの方式を参考にしながらオーストラリアに最もふさわしいやり方
で取り組まれている。図27にeHealth推進組織を、図28にリポジトリへの情報の流れの概念を示す。
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図27  eHealth組織
保健省をトップに州・NEHTA・各関連団体で構成されている

Distributed IEHR 
Repository 

Distributed IEHR 
Repository 

Distributed IEHR 
Repository 

Consumer 

Reporting and 
Analysis 
Solutions 

リポジトリへ分別され流れる情報 

＊IEHR：Individual EHR 

図28  情報の流れ：情報が分別されリポジトリへ流れる概念を示す
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4.2.3  PCEHR [34]
　NEHTAより2011年9月にPCEHR（Personally Controlled Electronic Health Record）の活動コン
セプトが出された。これはeHealthのビジョンを具体化し、2012年7月よりPCEHRへの国民の登録を
開始するものである。パーソナル・コントロール方式のEHRになったのは、これがopt-in方式、つま
り参加を希望する国民が自分の意思で参加する形式の国営EHRであるためである。オーストラリアは
イギリス連邦加盟国の中でも歴史的に個人の意思を尊重する国柄であり、国民が保守的であったのと
プライバシー関連の強力なロビー団体が政府に働きかけた影響もあって、参加するかどうかは個人の
選択に任せるべき、そして個人が自分の意思で管理できるようにすべきであるという意見が大勢を占
め、opt-in方式に決まったという。しかし、驚くべきことは、議論が進む中で、保守的であった医師
会や消費者団体からopt-outにすべきであるという意見が出されたことである。オーストラリア人の意
識が変わりつつあるのかも知れない。

　PCEHRはInfowayのEHR Solutionの情報構造やサービスの概念を参考にしながら、国レベルで行う
ものと州レベルで行うものに分けて進められており、州レベルのものはACT Healthが先行して開発に
取り組んでいる。まず国とACTを上下でつないで、その次に州同士を横につなぐ戦略である。州レベ
ルの開発に対しては国からの財政支援は一切なく、全て州独自の財源で進めているという。図29に
PCEHRにおける情報の流れを、図30にPCEHRの構成要素を示す。

PCEHRにおける情報の流れ 

①② 
ドキュメントの 
アップロード 

③ 
リポジトリへ格納 

④ 
ドキュメントが 
使えることが 
Indexへ伝わる 

Ａ/Ｂ 
Indexを検索 

Ｃ/Ｄ 
ドキュメントの 
コピーを入手 

Ｅ/Ｆ 
ローカルEHR 
へ保存 

図29  PCEHRの情報の流れ
各ドキュメントが国のリポジトリで共有され閲覧されるイメージを示す
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PCEHRシステム構成要素 

図30  PCEHRシステム構成
Infowayと同様のシステム構成を考えているイメージを示す

国のリポジトリの中に管理されるのは、共有サマリとイベントサマリ、退院サマリの3種類の患者情
報のドキュメントとIHIを使ったインデックスサービスである。各患者情報ドキュメントに記載される
データは以下の通りである。なお、共有サマリは主に診療所より提出されるもので、Royal 
Australian College of General Practitioners（RACGP）[35]が定める標準に従って作成される。ま
た、病院から提供される退院サマリはNEHTAが定める標準に従って作成される。

共有サマリ：
・アレルギー、副作用
・内服薬
・病歴
・予防接種

イベントサマリ：
・イベント詳細（実施日、来院理由、を含む）
・アレルギー、警告（オプション）
・内服薬（オプション）
・診断名（オプション）
・処置（オプション）
・診断のための検査（オプション）
・観察記録（オプション）
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退院サマリ：
・指定医療機関（オプション）
・受取人
・診察詳細
・病状／診断（主病、合併症、罹患症状、を含む）
・臨床概要
・診断のための検査（オプション）
・臨床処置（オプション）
・現在の退院時処方
・中断投薬
・アレルギー、副作用
・警告（オプション）
・手配済みサービス（オプション）
・推奨する処置
・患者/関係者へ提供済み情報（オプション）

　 患者が保健医療サービス機関を訪れたときに、患者の情報がなく、患者もうまく説明できないケー
スがある。この場合国のリポジトリにアクセスすることにより、患者の過去の情報を参照することが
できる。上記の三つ以外の情報は国のリポジトリではなく個別のリポジトリに保管されていて、国の
インデックスサービスを通して提供されることになる。

　 PCEHRに関しては2段階のセキュリティレベルがある。基本的なセキュリティレベルは既に述べた
ようにopt-in、つまりPCEHRに参加するかしないかを個人が選択できるということ。ふたつめのセ
キュリティレベルは、参加はするが特定の事象については共有したくないので国のリポジトリに提供
して欲しくないという選択ができること。保健医療サービス提供者、特に医師会からは、全ての情報
が入手できなければ患者の全体像が分からず正しい判断ができない可能性があるとして懸念が出てい
るが、法律で決められたことであり、どうすることもできないという現実がある。

　 PCEHRでは患者用のポータルも用意され、患者も自分のデータを見ることができるようになる。将
来的には患者が自分で情報を入力できるようにすることも計画されている。いわゆるPHR（Personal 
Health Record）の概念である。しかし、患者の情報が保健医療サービス提供者の判断にどのように
影響するかが分かっていないため、どのような形で患者用ポータルを作るべきか検討が続けられてい
るという。患者用ポータルでは子供の情報へのアクセスに対してもIHIと同じ考え方が適用される。つ
まり、14歳以下の子供であれば親がアクセスすることができる。14歳から18歳までは、親がアクセス
できるかできないかを子供が選択できる。18歳以上になると成人として扱われるようになり、親で
あっても子供の情報にアクセスすることはできない。さらに、認知症患者のように自分で管理する能
力のない人に対しては、法的資格を持つ公認代理人が患者に代わってアクセスすることになるとい
う。また、例えば高齢者は自分の子供などに管理を委ねたい場合がある、自分以外の人を指定代理人
として許可するコンセプトも検討されている。
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　 PCEHR開発プロジェクトでは、国レベルの開発とACT Healthによる州レベルの開発が進められて
いる。国レベルの開発プロジェクトへの参画には、大手ITベンダは消極的であり、小さなベンダが取
り組んでいるという。大手ベンダは昔からシステム開発をやっており、システムを変えると既得権が失
われてしまうことが理由になっているようである。ACT Healthでは国のIHIをダウンロードしてACT 
HealthのPMI（Patient Master Index、患者マスターインデックス）の中に組み込んでいる。外部と
情報のやり取りをする場合には、全てこのPMIを使って行うように進められている。患者が国の
PCEHRを持っているかどうかを国のインデックスサービスを使って調べ、持っていればそれをPMIの
中に保管する考えである。ACT Healthでは既に自前のOrion Health製のクリニカルポータルを使って
いて、国が進めるPCEHRのポータルもOrion Health製になるため、ACT Healthではポータルを統合
する方向で開発が進められている。PMIに保管する国のPCEHRをこのポータルで閲覧できるようにす
るという。PCEHRにopt-inした患者が特定の情報だけを国のリポジトリに入れて欲しくない場合、
ACT Health側では院内の患者管理システム（Patient Administration System）で患者が選択した項
目にフラグを立ててセキュリティを確保する考えである。個人レベルの管理ではなく、個人の事象別
の管理が必要であるため、PMIではなく患者管理システムにフラグを立てるようにする。このフラグ
はシステムのバックグラウンドに存在するため、医師等が個々に判断する必要はなく、患者の情報は
患者の希望通りに提供されることになる。

　 PCEHRの運営や保守のやり方については議論中でまだ決まっていない、しかし、2012年7月から運
営を開始するため、法律で運営責任を負うと決められている連邦政府が暫定的に担う公算が大きい。
2012年7月まであまり時間がないように思えるが、この取り組みは約12年かけて議論し準備してきた
ので問題はないということであった。

5  Orion Health
5.1  会社概要
ニュージーランド政府が1990年代に推し進めた医療IT化の気運の中で、Orion Healthは1993年に
誕生した。最初に手掛けたのはNHIを他のシステムに接続するためのソフトウェアの開発であった
が、その後、世の中に数多く存在する医療情報標準を統合して利用することが医療IT事業を展開する
上で最も重要であると考え、異なるシステム間でもデータをやり取りできる統合技術に特化した独自
のソフトウェアの開発を行うようになった。

Orion Healthは独自の統合ソフトウェアを販売することで急成長し、北米における州レベルのEHR
開発プロジェクトで実績を残し、特にカナダでの成功は世界的に有名になっている。現在では海外
10ヶ国以上にオフィスを構え、従業員は約500名、半数がニュージーランド国内で経営と開発に携わ
り、半数が海外で営業と実装を行っている。売り上げの95％を海外で占め、医療関係のIT企業で世界
のトップ100に入るほどになっている。

5.2  グローバル戦略
Orion Healthのビジョンは、医療情報分野のソフトウェア製品を開発し、世界中に届けることであ
る。特に、異なるシステム間をつないで医療情報を統合するソリューション技術（製品名Rhapsody）
とポータル技術（製品名Concerto）は他に類がなく、この技術を中心にして世界各国の大規模EHRシ
ステム開発プロジェクトへ参画し展開する戦略を進めている。
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5.3  主な開発の取り組み
　カナダにおけるOrion Healthの取り組みについては、昨年度報告した。[4]ニュージーランドでは本
社があるオークランドとクライストチャーチが活動の拠点である。長年ニュージーランドの医療ITの
開発に携わり、現在は国家IT計画の様々な開発プロジェクトに係わっている。中でもeSCRVでの取り
組みは特筆に値するものである。内容は後述する。オーストラリアでは2001年にオフィスを構え、各
地の病院のシステムの開発や州レベルのEHRパイロットプロジェクトを手掛けた。ニューサウス
ウェールズ州におけるHealthLinkのパイロットプロジェクトがオーストラリアにおけるEHR開発の最
初であったという。現在、首都キャンベラとシドニー、メルボルンが活動の拠点である。オーストラ
リアのeHealthでは、連邦政府のプロジェクトのひとつに参画するとともに、ACT HealthのPCEHRを
担当している。特に長年経験を積んだポータル技術を使い、国のPCEHRのクリニカルポータルと患者
ポータル、ACT Healthのクリニカルポータルなどを開発している。

　 米国では州レベルのEHRや病院のシステムなどで10以上のプロジェクトを手掛けた実績を持ち、欧
州では、スコットランドやフランス、スペイン、ノルウェイで、アジアではシンガポールで実績を上
げている。その他取り組み中のものとしては、アラブ首長国連邦やサウジアラビア、トルコ、タイ、
中国などがある。

　 EHRの規模はカスタマの要求により決まるため、一概に言えないが、ひとつのまとまりを100万人
から300万人くらいで考えるのが適当であるという。これを日本に当てはめると各県にひとつずつと
いうイメージになる。

5.4  eSCRVの取り組み
　eSCRVの組織のところで述べたように、実際にプロジェクトを推進する上でOrion Healthが果たし
た役割は大きい。Orion Healthは元々ニュージーランドの医療ITにおけるリーダー的存在であり、国
家医療IT計画のプロジェクトの中でOrion Healthのポータル技術が既に使われていたという背景が
あったためである。図31にeSCRVにおけるデータ処理の概要を示す。図の左側に示す診療所のリポジ
トリであるMedTechや薬局、Nurse MaudeからデータがOrion Health製の中央に示すRhapsodyに集
められ、データの形式や構造が変換され分類されてRhapsodyのEHRリポジトリに保存される。ポータ
ルである右上に示すConcertoを通してデータのリクエストがあると、RhapsodyのEHRリポジトリよ
りデータが送り出される。オンライン問合せに対し、異なるシステムでのリアルタイム対応はできな
いため、EHRでは専用リポジトリを持つのが一般的である。
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eSCRV データ処理 

図31  eSCRVデータ処理
個別のリポジトリからデータが集められポータルで表示されるまでの流れを示す

6  まとめ
　 今回の調査で感じたことは、海外では日本とは違ったスピード感で国レベルのEHR導入が進められ
ていることである。ニュージーランドやオーストラリアはカナダと同じくイギリス連邦国であり、根
本に社会保障制度を重視する社会的な傾向があることは確かであるが、EHRと深く関連する医療制度
やと財政やIT技術を考えると、国民皆保険制度を実施している日本と経済的な面やIT技術などでは大
した違いはない。どこに違いがあるのかを分析していくと、一番の違いは心の問題であるという結論
にたどり着いた。国民の健康を守るためには、国民を中心に置き、医療情報を共有し活用すること、
そのためには政府と保健医療サービス提供者と国民がまず意識を変えることが重要である。既得権に
しがみつくのではなく、それぞれの立場で何をすべきかを問い直し、一致協力して取り組めば国レベ
ルのEHRは実現できる。特に国民が自分の健康は自分で考えるという視点に立ち、保健医療サービス
提供者と一体になって国を動かせば、必ず実現できるものとの確信を持った。

最後に、国レベルでEHRが機能するために必要な要素を以下の通り整理する。
(1) 国が基本方針を決め、EHRインフラの財政を負担する
(2) 国が医療情報の構造とアーキテクチャを決める、国が責任を持つ別組織で進めてもいい
(3) 国が医療目的の本人特定用ID番号を全国民に付与する
(4) カルテの電子化を進め、EMRを100％普及させる
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(5) EMRの規格は決めない、相互運用性が図れるデータ形式のものであれば何でもよい
(6) 国と地方自治体が分担してリポジトリを持ち、そこに必要なデータを集め共有する
(7) 共有データはウェブ上のポータルで閲覧する
(8) opt-outを基本とし、国民のプライバシーを守るしくみを考える
(9) 国民も自分のデータを見て、医療提供者と共同で自分の健康を維持するケア・プランに参加する
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