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1 緒言
シンガポール共和国（通称シンガポール）は、東南アジアのマレー半島に隣接する
ほぼ赤道直下の島々を領土とする都市国家である。第二次世界大戦中の日本による占
領と戦後のマレーシア連邦に属した時期を除き、長年イギリスの植民地支配下にあっ
たが、1965年に独立し、現在はイギリス連邦加盟国である。東京23区や琵琶湖とほぼ
同じ面積の国土に531万人が住み、人口密度は1平方㎞当り約7,500人となり日本の20
倍強である。人口の72％にあたる382万人が居住者で、内訳は国民が329万人、外国
からの永久居住者が53万人である。また、外国人が一時的に居住する非居住者は149
万人で人口の28％を占め、この非居住者は20年前と比較すると5倍近くに増えている
（2012年6月現在）[1]。国にはいわゆる地方自治体は存在しないが、5つの区画
（Community Development Councils）に区分されて行政が行われている。
　建国後は、政府主導で外資導入による工業化政策を進め、東南アジア最大級の工業
国に成長するとともに、近年は多国籍企業のアジア太平洋地域の拠点が増え、東南ア
ジアの金融センターとしても不動の地位を保持している。この状況は人口に占める非
居住者の数字にも反映されている。
　以上のような歴史的経緯の中で、シンガポールでは1980年代から国の政策として情
報化推進に取り組んできており、医療の世界も例外ではない。我々は世界の
EHR（Electronic Health Record、生涯の電子健康記録）を調査する中で、シンガポ
ールが国を挙げて理想的なEHRづくりに取り組んでいるという情報を得て、この度、
その中心的役割を担っている政府の機関などと会合を持ち、現状を調査した。
今回のシンガポール調査の主な目的は以下の2点であった。
(1) シンガポールはどのような理想的なEHRを構築しようとしているのか。
(2) シンガポールのEHRは日本の参考になるか。
調査の結果分かったことは、シンガポールのEHRはNEHR（National EHR）[2]とし
て政府主導で計画的に進められているが、それは公的機関が中心であり、私的機関へ
の本格的展開はこれからであること、従って、理想的なEHRを作り上げるには取り組
まなければならない多くの課題が残っていることであった。
本稿では、NEHRへの理解を深めるために、その背景にあるシンガポールの情報化
政策と医療制度について最初に触れた後に本論に入る。
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2 調査概要
我々は、シンガポール島の南端に建つビルの中にあるMOHH（MOH Holdings）[3]
を訪問し、NEHRを担当する幹部よりNEHRについての説明を受け議論を交わした。
さらに、市街中心地域にオフィスを構え、NEHRの開発の一部を担当しているIT企業
Orion Health[4]の東南アジア事務所を訪問し、主要メンバーから実態を聞くととも
に、NEHR開発に関わる病院関係者や他のIT企業のメンバーからも実態を聞くことが
できた。訪問先の概要は以下の通りである。

訪問日：2012年10月18日（木）～19日（金）

訪問先：
① MOHH（HarbourFront Centreビル内）
シンガポールの公的医療資産を管理・運営する政府系の会社（詳細は後述）。
会議に出席したMOHH幹部は下記メンバーである（図1）。
Stephen Rainey：情報システム事業部でNEHR実装サービスを担当する責任者
Kenneth Lim：情報システム事業部でNEHR実装サービスを担当するマネージャ
Dr. Yvonne Tan：情報システム事業部コンサルタント

図1　MOHHとの会議：MOHHでNEHRを担当する幹部二人と
中央がStephen Rainey、その左隣がKenneth Lim
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② Orion Health（シンガポールオフィス）
　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ポータルは世界的に有名である。東南アジアの拠点としてシンガポールにオ
フィスを構える。
会議に出席したOrion Healthのメンバーは下記の通りである（図2）。
Timothy Kim：NEHRの開発を担当する責任者、他

図2  Orion Healthとの会議
Orion HealthでNEHRの開発を担当する幹部と（左端がTimothy Kim）

③ NEHR開発に関わる病院関係者や他のIT企業（市街地某所にて）

　話を聞いた病院関係者や他のIT企業は以下の通りである（社名のみ）。
Jurong Health：大手病院グループ、医療情報システム担当者
accenture：NEHRのSIを担当
TREND Micro：NEHRの開発を担当
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3  シンガポールの情報化政策
　シンガポールでは、1980年代に国家情報化推進計画を発表し情報化を進めてきた。
特に電子行政では、世界で最も進んだサービスを提供している。この取り組みは、単
に電子化による行政の効率化や質の向上に止まらず、国家として世界における厳しい
競争に勝ち抜くための生き残り戦略の一環とみることもできる [5]。

3.1  情報化政策の概要
3.1.1  情報化計画の経緯
　シンガポール政府は、以下のような情報化基本計画を打ち出し、今日に至っている。
・国家コンピュータ計画（1980～1985）
・国家IT計画（1986～1991）
・IT2000（1992～1999）
・Infocomm21（2000～2003）
・Connected Singapore（2003～）

　また、以下のような行政の情報化計画に取り組んできた。
・行政サービスコンピュータ計画（1980～1999）
・電子政府行動計画（2000～2003）
・第二次電子政府行動計画（2003～2006）

3.1.2  電子行政サービス
　シンガポールでは、利用者本位のわかりやすいポータルサイトを通じて、様々な先
進的電子行政サービスが提供されている。主なサービスは以下の通りである。
・電子納税：歳入庁（IRAS、Inland Revenue Authority of Singapore）[6]が導入
している電子徴税システム。納税者の手間を省くとともにデータを蓄積し、徴税コ
ストの削減や事務の効率化に寄与している。
・中央積立基金（CPF、Central Provident Fund）[7]：1955年に創設された多目的
社会保障システムであり、シンガポールの社会保障制度の根幹を成す。強制加入の
給与積立貯蓄制度であり、雇用主と従業員の双方に積み立てが義務づけられてい
る。掛金は個人名義の3つの口座（普通口座、特別口座、医療口座）に分けられ、積
立金は、老後の生活費のほか、住宅購入や教育費、医療費などに使われる。加入者
はオンラインで確認や手続きを行うことができる。
・パスポート発行：2002年よりパスポートのオンライン発行サービスが開始されて
いる。
・政府調達：公共工事や物品購入などの政府調達全般が電子化されている。

シンガポールにおけるEHRの現状調査　NPO日本医療ネットワーク協会

- 6 -



・電子通関：Trade Netと呼ばれる貿易取引全般に関する電子通関システムを1989
年より運用している。
・娯楽施設開業申請：One-Stop Public Entertainment Licensing 
Centre（OSPEC）というオンライン営業申請システムが稼働している。このシステ
ム導入により、申請から認可までの処理期間が大幅に短縮された。
・個人認証システム（SingPass、Singapore Personal Access）：政府は2003年に
個人認証番号の統一を図り利便性を向上させるためにこのシステムを導入した。個
人認証に必要なID番号には、全ての居住者が持つ9桁のID番号が使われている。

3.2  国民ID番号制度
　シンガポールでは、出生時に番号が割り当てられ国民として登録される。この制度
は、イギリス統治下の1948年に始まったもので、国民ひとり一人が生涯不変の番号を
持つことで、様々な電子行政サービスの普及を促進している。
　15歳以上の全国民と永住者にNRIC（National Registration Identification Card）
というカードが発行され（図3）30歳で更新される。NRICの番号は9桁のアルファベ
ットと数字で構成されカードに表記される。
カードに表記される事項は以下の通りである。
表面：        ・NRIC番号

・顔写真
・名前（英語と母国語の併記）
・民族
・生年月日
・性別
・出生国

裏面：        ・血液型
・発行日
・住所
・国籍（永住者の場合）
・指紋
・バーコード

　また、外国人居住者に対しては、雇用パス（図4）や扶養家族パスが発行され、9桁
のFIN番号（Foreign Identification Number）が付与される。このFIN番号はNRICと
同様にSingPassのID番号になる。
　シンガポールでは、行政手続きや個人の経済取引などの日常生活のあらゆる公私の
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場面でNRIC番号やFIN番号が使われる。ひとつの番号でいいという利便性がある一方
で、情報流出や個人の行動を監視することが理論的に可能であるため、プライバシー
侵害や政府による住民管理強化につながりかねないという懸念もある。

NRIC 表面サンプル 

図3　NRICのサンプル　NRICの表面の記載内容を示す

FINカード表面 

図4　FINカードのサンプル　FINカードの表面の記載内容を示す
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4  シンガポールの医療制度
　シンガポールの医療制度は、長年支配を受けたイギリスの影響を受けてはいるもの
の、国家主導型の戦略の下に独自の制度をつくり上げてきた。健康や医療費に対する
国民の責任を促進することで、医療総支出に占める公的支出は3割（先進国の半分）程
度に抑えられている。財政面での効率性を保ちながら高い医療技術とサービスを実現
しており、世界で最も成功した医療制度のひとつとされている [8]。なお、国の医療行
政は保健省（Ministry of Health、MOH）[9]が担当している。

4.1  医療制度の概要
　シンガポールでプライマリ・ケアを受ける場合、個人経営のGP（General 
Practitioner、家庭医）にかかるケースと公的施設であるポリクリニックにかかるケー
スがあり、その比率は概ね80対20である。ポリクリニックは複数の医師がいる比較的
大きな診療所であるが、入院機能は持たず安い費用で医療を受けることができる施設
である。保健省の下に18のポリクリニックがあり、国の東側はSingapore Health 
Services （Singhealth）[10]が、西側はNational Healthcare Group (NHG)[11]が運
営している。また、専門的な医療を受ける場合は、公立病院や私立病院の専門医にか
かることになり、基本的にGPやポリクリニックの医師からの紹介が必要である。
　シンガポールには日本のような国民皆保険制度はなく、その代わりに1984年に導入
されたMedisave（医療積立金制度）[12]がある。雇用主と従業員の双方から拠出され
るCPF掛金のうちの年齢に応じて一定率がMedisaveの医療口座に積み立てられ、加入
者やその家族の入院費や医療保険費のために引き出して使われる。従って、日常一般
的に医者にかかる場合は、診療費や薬代は患者が負担しなければならない。シンガポ
ールの診療費は一律ではなく、市場原理に任されていて、公的施設であるポリクリニ
ックは安価ではあるが質やサービスはそれほど高くなく、高い品質やサービスを求め
る患者は私的医療機関に高額の費用を払ってかかることになる。医療のレベルに関し
ては、一般的に公的医療機関よりも私的医療機関の方が高いと言われている。高度な
医療や長期疾患になると医療費はMedisaveだけでは対応できなくなり、それを補完す
る制度として1990年にMediShield [13]が創設された。MediShieldは任意加入の低価
格の高額医療保険であり、保険料は全額加入者が負担する。保険料はMedisaveの中か
ら支払うこともできる。これ以外にも民間の医療保険がある。
　また、シンガポール軍（Singapore Armed Forces、SAF）には多くの医療士官が所
属し、日常的に国による医療サービスを支援している。軍人は治療が必要なときは公
立病院で国による医療サービスを受けることになっている。

シンガポールにおけるEHRの現状調査　NPO日本医療ネットワーク協会

- 9 -



4.2  医療制度変革の取り組み
　シンガポールの医療制度は、国家主導型福祉政策の一環として機能してきており、
国民の一定の理解を受けて安定しているようであるが、とりまく環境が少しずつ変化
しているため、独自の医療制度も見直しを余儀なくされている。国内環境の変化には
以下の3点が挙げられる。
・国民（特に若い世代）の自助意識と互助精神の低下、更には少子高齢化による労
働人口の減少が福祉政策全体へ影響を与えている。国民の大半を占める中華系の儒
教精神に支えられてきた社会が少しずつ変化し始めている。
・高学歴化による所得格差の拡大が老後や医療費に関わる貯蓄差の拡大を生み、国
民およびその家族の医療と扶養に徐々に支障をきたし始めている。
・医療従事人材の不足と私立病院の医療費の高騰が、公立病院と市立病院における
患者と医師の需給アンバランスを生み、公立病院の専門医の負担が増加している。

　また、国外環境の変化としては、物価水準が低い周辺諸国の医療技術やサービスが
向上し、多額の医療費を支出している外国人患者が周辺諸国へシフトしている。その
影響でシンガポールの医療を支える外貨の獲得が伸び悩んでいる。

　このような環境変化に対し、政府は医療のあり方を変える必要に迫られ、医療の持
続的な改善を目指している。MOHHでは、後述するNEHRを活用することにより、以
下のような新しい取り組みを行おうとしている。
・情報学：

実データを使って何ができるかを考え、医療を支援する。
データを臨床的判断のサポートに使ったり、医療関連従事者に対する訓練や専門
性の開発などに使ったりする取り組み。

・医療連携：
全ての公的そして民間の組織や人がタスクフォースを組んで医療に携わる。
医療機関がガバナンスで連携し、医療プロセス全体を推進する。
ビジネスの知恵を活かし、様々なプロジェクトを計画し支援する。

・臨床手法開発：情報学を駆使し、生命を守る最善の予防方法を開発する。
例えば、SARSやH1N1のような流行的に発生する病気に対して、重大なリスク
を抱える患者を特定し、このグループの状況を軽減させるために予防薬を優先的
に投与するようなプログラムを開発する。
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5  MOHH
5.1  MOHHの設立経緯と組織
　1980年代後半から1990年代前半にかけて、国立大学病院を含む主要な公立病院で
リストラクチャリングが行われた。政府所有の病院を民間企業のように運営するため
の再構築が断行された。より迅速に患者のニーズに対応できるように、経営の自律性
や柔軟性を高めることがリストラクチャリングの目的であった。これらの再構築した
公立病院を運営するための独立した政府機関として設立されたのがHealth 
Corporation of Singapore（HCS）であり、これがMOHHの前身である。
MOHHはMOF（Ministry of Finance、財務省）[14]の完全子会社である。経営者の
下に13の部門で組織されていて、次節で述べる様々な機能を果たしている。

5.2  MOHHの役割
MOHHは財務省の子会社ではあるが、保健省の政策に沿ってシンガポールの公的医
療システムの確立を推進している。その主な役割は公的医療機関への戦略的支援であ
り、具体的には以下のような取り組みを行っている。
・医師の採用・配置・訓練、専門医のリクルート
・病院経営手法の開発
・国家レベルの医療ITの開発
・MOHHグループ（子会社含む）の財政面を含めた支援

MOHHは次の6つの医療グループに分けて公的医療を管轄している。
・National University Health System
・National Healthcare Group
・Singapore Health Services
・Alexandra Health System
・Jurong Health Services
・Eastern Health Alliance

MOHHの子会社には以下のものが含まれる。
・Integrated Health Information Systems (IHIS)：
再構築した病院のITリソースを統合した会社

・Agency for Integrated Care (AIC)：
救急病院から長期療養施設へ移る人にサービスを行う独立した会社

・Singapore Clinical Research Institute (SCRI)：
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シンガポールにおける医学研究を支援する会社
・Health and Medical Practice Insurance (HMPI)：
不正医療などの補償請求に対してMOHHとその子会社に保険をかけるための会社

MOHH内に情報システム事業部（ISD）という組織があり、この組織の役割はITに
よって医療システムの変革を支援することであり、NEHRそのものを担当している。国
の情報化計画に沿うように医療ITの方向性を戦略的に定め、NEHRの開発と導入を全
面的に主導している。

5.3  MOHHのビジョン
5.3.1  iN2015
　NEHR計画に先立ち、MOHHはiN2015と称する将来の医療のあり方を策定した
（図5）。目指すものは、高品質の医療と優れたサービスを低コストで提供するととも
に、しっかりした臨床研究を実現させることであり、国家情報化計画の取り組みであ
るInfocommによる個人別の医療提供システムを通じて医療の改革を加速させること
であった。

Integrating Healthcare, Empowering Patients 
iN2015 Healthcare & Biomedical Sciences Goal : 

To accelerate sectoral transformation through an infocomm-enabled  
Personalised healthcare delivery system to achieve high quality clinical  
care, service excellence,  cost-effectiveness  and strong clinical research 

図5  iN2015
将来の医療のあり方を示す
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5.3.2  医療情報システム
　EMRとEHRの定義は国や団体によって異なる。MOHH（シンガポール）では両者を
以下のように比較し区別している。
・EMR（Electronic Medical Record）：
医療施設で記録された患者に関する全てのデータ。
紙に書かれたカルテと同等のもの。

・EHR（Electoronic Health Record）：
複数の医療情報システムから特定の患者に関する重要なデータを取り出したも
の。
組織や地理を超えた患者の連続する医療に関する情報を共有し、いつでもどこ
でも電子的に利用できるようにしたもの。

　図6は、シンガポールにおける医療に関する情報が相互にやり取りされるイメージを
示す。GPでは診療管理システム（Clinical Management System、CMS）の中にEMR
を備えているし、地域の私立病院や中間的長期療養施設（Intermediate and Long-
term Care、ILTC）、公立病院やポリクリニック、防衛省や様々な検査施設などにお
いてもEMRが使われている。これらの情報を必要に応じて電子的にやり取りすること
でiN2015を実現させようと考えられた（eHealthシステム）。

eHealth Systems in Singapore 

図6  eHealthシステム
情報が相互にやり取りされるイメージを示す

シンガポールにおけるEHRの現状調査　NPO日本医療ネットワーク協会

- 13 -



5.3.3  医療体制の将来像
　MOHHが目指す将来の医療体制は、ITを活用した地域医療システム（Regional 
Health Systems、RHS）を核にして、それを国全体で結ぶことである（図7、図8）。

　患者の自宅（家庭）を医療の中心に置き、それを取り囲むようにして様々な医療施
設を配置し、患者の体と心のケアを提供する地域医療システムの構築を目指してい
る。患者を一旦入院させてしまうと、患者の健康状態はステップダウンするため、極
力予防と検査を行い、地域内で面倒を見るようにするのがRHSの基本理念である。そ
のために、ITによる医療情報ネットワークを構築し、患者が複数の医療施設間をシー
ムレスに移動しても、最善の医療サービスが提供できるようにするものである。患者
が別の地域に移動したとしても、各地域を結ぶ国全体のネットワークを使うことによ
り、最善の医療サービスが提供できると考えている。

Vision of Future Healthcare Landscape 
- IT enabling the Regional Health Systems (RHS) 

図7  将来の地域医療システムの概念
患者中心の地域医療システムのイメージを示す
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Healthcare landscape of the future 

図8  シンガポールの将来の医療の姿
国全体を患者中心のNEHRでカバーするイメージを示す
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6  NEHR
6.1  NEHRの経緯
　iN2015の構想を具現化するために、2008年頃よりMOHHでNEHRに着手した。最
初に手掛けたのがNEHRのアーキテクチャのロードマップであった。これが承認さ
れ、具体的な開発を始めたのは2009年4月ということであった。この時点で2015年4
月を完成目標にする開発日程が策定された。

6.2  NEHRの構築
6.2.1  MOHHの取り組み
　図9はMOHHが目指す地域医療サービスとそれを支えるNEHRの関係を階層構造で
示したものである。地域医療サービスは、プライマリ・ケア、救急医療、居住地療
養、地域療養という形で連続して行われ、それを支えるものとしてNEHRがある。
NEHRはデータ標準、アーキテクチャ、セキュリティ、医療情報交換などの重要な要素
の上に構築される。この全体のシステムが構築されると、医療提供者だけでなく患者
も自分の情報にアクセスすることが可能になり、これを実現させることがMOHHの目
標のひとつにもなっている。
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図9  MOHHの取り組み
地域医療サービスとNEHRの関係を示す
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6.2.2  フェーズ1の取り組み
　NEHRの構築は、フェーズ1とフェーズ2に分けて行われている。フェーズ1では
NEHRを導入する医療機関の対象数を絞って実施し、フェーズ2でそれを継続的に展開
し、国全体に広げるというものである。フェーズ1で対象とした医療機関は以下の通り
である。

施設 数
GP   50 施設

ポリクリニック 18 施設

コミュニティ病院 6 病院

介護ホーム・ホスピス 2 施設

再構築病院 8 病院

専門医センター 6 施設

シンガポール軍

代理店（AIC）

MOHHが元々公的医療機関を支援するための組織であるため、フェーズ1の対象が
公的医療機関に偏り私的医療機関が後手に回っていることは否めない。また、フェー
ズ1は当初計画では2011年に完了する予定であったが、導入が遅れたため2012年4月
まで延期された。フェーズ1に続くフェーズ2でどこまで私的医療機関に拡大すること
ができるかが理想のNEHRを構築する上での最大の課題になっている。

　NEHRが導入される前は、GPは自分の診療所以外の患者データを見ることはなかっ
た。診療管理システム（CMS）を使って、EMRデータを持ち、勘定書や処方箋などに
利用していたが、他の診療所などにある患者データを参照することはなかった。
NEHRを使うことにより、初めての患者であっても、その患者の臨床記録履歴を見て
自らの医療行為に活用することが可能になった。臨床記録履歴はポータルを通して提
供され、医療関係者は簡単なやり方で閲覧することができる。ポータル画面について
は、後節でサンプルを使って説明する。
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6.2.3  NEHRの財政
　NEHRの費用は、政府が保健省の予算で負担している。計画を申請した時点で、利
益はコストより勝るであろうとの見通しの下に、最初に投資を行うという方針が承認
され、全体の予算が計上された。しかし、それがそのまま使われているわけではな
い。計画を実行する段階で再び申請し承認を受ける必要がある。国のお金の浪費を避
けるために政府が厳しくチェックする。政府は、それまでの投資が日程的にも金額的
にも計画通りであったか、その効果が出ているか、ということを判断基準に置き、満
たされていなければ次の計画には予算を付けない。従って、MOHHと開発ベンダーと
の間の契約もその影響を受ける。

6.3  NEHRの概要
6.3.1  アーキテクチャの考え方
　MOHHはNEHRのアーキテクチャを決めるにあたり、基本となる考え方をまとめ
た。従来のアーキテクチャにおいては、どこに価値があるのかあまり明確に考えられ
てこなかったケースが多い。そこを改善し、最初から価値を高めるものであることが
確認できるアーキテクチャにすることを狙った。技術的な面では、理論的にアプロー
チするのではなく、現実的にアプローチする手法を取ること、実際に配備し、すぐに
恩恵が確認できるようなシステムにすることをアーキテクチャの基本とした。

　この基本的な考えの下にMOHHでまとめられたユニークなアーキテクチャ原則を、
いくつか紹介する。
・作らないで買う：世界中で証明されたものを一定の予算を決めて購入する
　過去に多額の投資を行ったがうまく行かなかった国がたくさんある。シンガポ
ールは自尊心を捨て、全て試され信頼がおける要素を購入し、それをどのように
組み合わせるかで独自性が出せると考えた。これにより投資の増額を無くすこと
ができる。
・ポータルベース：いつでもどこからでもアクセスできるようにポータルを使う
・リアルタイム：常時動いている医療プロセスを最新の情報で正しくサポートする
・ハイブリッド構成：情報は要約したものと生の詳細データで構成する
中央のリポジトリにはサマリ情報のみを保存、詳細データは各医療機関にアク
セスし、必要に応じて保存されているEMRデータを読み出すしくみ。
中央に膨大なデータを保存するとリポジトリが大規模になり、その分コストが
かかることを避ける狙いもある。ただし、大容量の画像の読み出しには時間がか
かり利便性が低下するため、画像専用リポジトリを中央に新たに設けることを検
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討しているという説明であった。
・日付保全性：データ伝送の日付を正しく保存する
　臨床上の判断を下すために使われるデータは信頼がおけるものでなければなら
ない。日付だけでなく、データが目的に合致した形式で送受信されることを保証
する。
　データは基本的に元のままにしておくこと、どうしても変換が必要な場合は、
正しいやり方で一回限りの変換に留めるようにする。
・拡張性担保：将来の様々な展開を考慮し、拡張性とスケーラブル性を持たせる

6.3.2  NEHRアーキテクチャ
　基本的な考え方と原則に従って作られたアーキテクチャを図10に示す。一番下が技
術インフラであり、その上に情報変換の機能を置き、それによって様々なEHRサービ
スを可能にし、一番上のアクセスチャンネルに伝える構成である。将来は患者がアク
セスできるようにすることが考えられている。右側にあるのはデータ源で、EMR等の
臨床データだけでなく、国家システムから提供される情報源も入っている。

図10  NEHRアーキテクチャ
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アーキテクチャの全体構成を示す

6.3.3  利用分野
　NEHRの第一の利用目的は医療にあるが、医療を継続的に管理していくためには、
財政の管理も必要であり、医療に付随する様々なロジスティックの管理も必要で、い
わゆる医療機関の経営にNEHRが利用されなければならない。NEHRでは以下のよう
な利用分野と項目に対応できるようにシステムが作られている。
・臨床機能管理
ケア・プラン管理
臨床パスウェイ管理
照会管理
バーチャル医療（遠隔医療）管理
臨床ドキュメント管理
投薬管理
オーダー管理
検査結果管理
モニタリング管理

・患者管理
日程予約管理
医療費管理
病棟およびベッド管理
患者登録管理

・組織機能管理
人員管理
サプライチェーン管理
財務管理
IT管理
品質管理
プロジェクト・ポートフォーリオ管理
パートナー関係管理
市場調査管理
医療情報管理

・補助的機能管理
血液バンクおよびドナー管理
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薬局管理
検査施設管理
放射線データおよび画像管理

・消費者やパートナーへのサービス
問合せセンター
メディアや消費者への対応
ケアの調整
消費者への健康サービス

・報告および解析
臨床品質
健康統計
医療情報研究
サービス品質
運用監視
財務解析

6.3.4  データ標準
　NEHRで扱われるデータは保証されたものでなければならない、という考えからデ
ータの扱いに関しては慎重に進められた。重要なことはデータのつながりであり、タ
イムスタンプが押されて送られてくるメッセージに対しては、前のメッセージと何が
変わったのかを正確に読み取り、適正につなぎ合わせる必要がある。データの素性を
明らかにする情報が失われることなく利用されなければならない。また、情報変換は
非常に重要なモジュールであり、何度も行うと意味が失われる恐れがあるので、一度
だけにしているという。

NEHRを構築する上で、扱うデータに対して以下のような標準を定めている。
・国際的に認められたものであること
・臨床に基づくものであること
・使い易いものであること

　長期的に意味的相互運用性を保持するプラットフォームにするために、以下のよう
なグローバル標準を採用している。
・HL7（Health Level 7）[15]
・IHTSDO（International Health Terminology Standards Development 
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Organization、国際医療用語標準開発機構）[16]
・ISO TC215 on Health Infomatics（医療情報学に基づくISO標準）

　NEHRで実際に使われているデータ標準は以下の通りである。
・診断：SNOMED CT[17]、拡張シンガポール版（Singapore Extension、SE）
・薬：シンガポール薬剤辞書（Singapore Drug Dictionary、SDD）、他検討中
（SNOMED CTかRxNorm[18]）
・アレルギー反応：SNOME CTプラス拡張シンガポール版
・アレルギー抗原：SNOMED CTプラスシンガポール薬剤辞書
・検査結果：LOINC[19]
・データ辞書：MOH版データ辞書
・手順：検討中
・来院理由：SNOMED CT
・症候と症状：SNOMED CT、拡張シンガポール版
・検査報告：スマートSNOMED CT
・検査オーダー：SNOMED CT
・放射線オーダー：SNOMED CT

　医療用語に関する製品として以下のものを使用している。
・データ辞書
・薬剤辞書
・SNOMED CT拡張版
・SNOMED CTサブセット
・LOINC地域版
・医療用語マップ

　医療情報変換規格として、NDDS（Network Data Delivery Service）やLXMLを使
用しているという。また、参照規格として、Logical Information Modelを使用してい
るという話であった。

　図11は、同じ病気に対して、GP、ポリクリニック、コミュニティ病院の3ヶ所で診
断の表示内容が異なる例を示している。左ひざの重度骨関節炎について、GPでは、病
名・症状の程度・場所・左右、を簡単に示しており、ポリクリニックでは、あらかじ
め設けられたいくつかの条件や段階の中から判定するようになっている。コミュニテ
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ィ病院では、全てが要約された形式で表示されている。このように3つの独立したデー
タ形式はひとつの標準形式に統一されるべきものであり、同じコードで、同じデータ
形式で保存され処理されるように、NEHRの取り組みの中で標準化が進められてい
る。

図11  異なる情報モデル
医療機関により診断の表現が異なる例を示す

6.3.5  セキュリティ
　セキュリティは最も重要なNEHRの取り組みのひとつである。MOHHは、NEHRと
つながる全てのシステムに対しても全面的なサポートを行っている。政府のITコア委
員会を主導し、高度医療情報システム（Integrated Health Information System、
IHIS）に対する医療分野のITセキュリティとプライバシーに関する標準およびガイド
ラインをつくるとともに、MHA（Ministry of Home Affairs、内務省）[20]の
SITSA（Singapore Infocomm Technology Security Authority、情報セキュリティ
局）のサーバーセキュリティプログラム活動を牽引している。現在最も力を入れてい
る具体的な取り組みは、NEHRフェーズ1および2に対するセキュリティ管理である。
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適正な人が適正な情報にアクセスするようにアクセスコントロールを管理するフレー
ムワークを調整し、追跡監査を行うことにより、医師と患者の両者を不正なアクセス
から保護しようとしている。さらには、NEHRデータの二次利用を促進するための法
律の立案も進めている。

　NEHRにおけるアクセスの本人特定は、すでに説明したNRICやFINカードのID番号
と他人に利用されるリスクが相対的に低い情報を組み合わせて行っている。シンガポ
ールでは、本人以外の家族などが同じファミリーネームの下に本人のIDカードを使う
ケースが一般化しており、IDカードを紛失した場合は他人に悪用されるリスクが高
い。従って、ファミリーネームだけでなくファーストネームや誕生日のような情報を
ID番号と組み合わせて
NEHR国家認証を行っている。国家認証情報は医師に提供されていて、医師が患者の
本人特定に疑問を抱いたときは常に照会できるようになっている。
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6.3.6  フェーズ2の取り組み
　NEHRフェーズ2の取り組みは、NEHRに加わる特に私的医療機関をフェーズ1から
数的にも地域的にも増やし、アクセスを国全体に拡大させることであり、2012年4月
から2015年3月までの3年間で実現させようとするものである。図12にその取り組み
戦略を示す。3つの柱から成っていて、一つ目の柱は、ひとりの患者に対する記録と医
療はひとつである、という理念を具体的に進めることである。患者がシームレスに国
内を移動しても、過去の患者の情報を集約して患者に最適な医療を提供しようという
取り組みである。個人の健康記録であるPHR（Personal Health Records）とのリン
クも実現させたいと考えている。二つ目の柱は、臨床現場における最適な判断を支援
するスマートツールを活用することにより、高品質な医療を提供しようというもので
ある。三つ目の柱は、集めた情報を知恵や知識に変換し、成果が出せる医療に変革さ
せようというものである。

図12  フェーズ2の取り組み
3つの柱で取り組む戦略を示す
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　図13にNEHRが究極的に目指す情報共有と医療の輪の姿を示す。中央にNEHRがあ
り、周囲の輪に医療機関が配置され、ネットワークでつながっている。スポークの役
目をしているのが、NEHRと医療機関との間でやり取りされる情報である。この情報
を全ての医療機関が同一画面で共有することにより患者中心の医療が可能となる。例
えば、救急医療施設を出た患者は、当面のステップダウン処置を施すコミュニティ病
院へ移るし、介護ホームでは高齢者の世話をしたりコミュニティ病院からさらにステ
ップダウンした患者の面倒を看たりする。GPは救急医療施設が準備したケア・プラン
に参加し、最低限の診療を除き患者が自宅でケアできるように支援する。このように
患者中心で地域に根を下ろしたケアは、患者のストレスを軽減するだけでなく、患者
の家族の不便さも軽減させることができる。

図13  NEHRで情報を共有する
全ての医療機関がNEHRの画面で情報共有するイメージを示す

シンガポールにおけるEHRの現状調査　NPO日本医療ネットワーク協会

- 26 -



6.4  ポータル画面
　NEHRでは全ての情報をポータルから閲覧することができる。しかし、例えば、
HIVのように取り扱いに気を付けるべき情報もあれば、法律で制限されている妊娠中
絶や故意の不妊治療などの法的制約を受ける情報もある。従って、NEHRでは全情報
をいきなり開示するのではなく、まずNEHRに保存している要約を見せ、詳細情報を
見たい場合は、アクセスコントロールに従って各医療機関のEMRに接続し、そこから
医療関係者が必要で重要だと判断する情報だけを取り出せるようにしている。各医療
機関のEMRへの接続は、ログインし直す必要はなく、ポータル画面から直接行うこと
ができる。アーキテクチャのところで説明したハイブリッド構成である。各医療機関
で発生するデータは、NEHR側にリアルタイムにコピーされ、NEHR側でサマリ情報が
生成され保存される。従って、NEHRが各医療機関のEMRを妨害するようなことはな
い。NEHRでの要約はサマリビューとタイムラインビューというポータル画面で提供さ
れる。なお、NEHRとEMRを同時に見る方が効率的であるため、マルチウインドウや
マルチモニターを使っている医療施設が多いという話であった。以下、医師がアクセ
スしたときのポータル画面についてサンプルを使って説明する。
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6.4.1  サマリビュー
　医師がNEHRにログインし、患者を特定する情報を入力したら、最初に出てくるの
がその患者のサマリビューの画面である。図14にそのサンプルを示す。そこには患者
の臨床記録の履歴が表示される。いつ、どこの医療機関で、どのような医療行為が行
われたかが要約して示される。医師はこれを見ることにより、患者が何故自分のとこ
ろに来たのかを容易に理解することができる。

図14  サマリビューのサンプル
サマリビューのトップ画面の例を示す
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　更に詳しい情報を知りたい場合は、サマリビュー画面からイベントサマリビュー画
面へ移動する。イベントサマリビュー画面には、その患者に対して行われたイベント
の全リストが表示される。入退院、検査、処置、投薬などの患者に対して行われたイ
ベントについて、要約された情報として示される（図15）。

図15  イベントサマリビューのサンプル
サマリビューから展開したイベント毎のサマリの例を示す
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　検査結果のレポートについては、要約してNEHRの中に置いておく方が効果的であ
るという理由でサマリしたドキュメントとして保存されている。各医療機関で新たな
検査が行われると、その医療機関のシステムからNEHRへレポートが都度送られてく
る。NEHRでは一連のバージョンの情報を持つことになり、それを要約してポータル
画面で見せている。図16は、ある患者のヘモグロビン検査結果のデータをグラフで表
示するサンプル画面である。異なる複数の医療機関で検査したデータをまとめてグラ
フで表示している。ただし、検査機関によって数値は微妙に異なるため、このような
グラフ表示を実際に行うには、医療機関間の数値のすり合わせを行うことが必要で、
大きな課題になっている。

図16  検査データのサンプル
複数の医療機関のヘモグロビンのデータをグラフ表示する例を示す
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6.4.2  タイムラインビュー
　ポータル画面で特徴的なものはタイムラインビューである。これは時系列にどうい
う経過があったかを一目で分かるように考えられたものである。年月週の単位で患者
に対してどのような医療行為があったかを視覚的に表現している。これを見ることに
より、患者がいつ病気になり、その症状がどのように変化してきたかを知ることがで
きる。図17にタイムラインビューのサンプル画面を示す。

図17  タイムラインビューのサンプル
医療記録を時系列に表示するタイムラインビューのトップ画面の例を示す
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　タイムラインビューでは、特定のイベントに絞って、その記録を時系列に見ることが
できる。タイムラインビューの中にあるイベントを示すアイコンをクリックすること
により、その記録が表示される。図18は、投薬記録のタイムラインビューのサンプル
画面である。複数の医療機関で患者にどういう投薬が行われたかが一目で分かる。

　　　　　　図18  投薬記録のサンプル
時系列にどのような投薬が行われたかを表示する例を示す
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　サマリビューやタイムラインビューは、各医療機関の生のデータを集めて要約した
ものを見せているが、詳細な元データを知りたい場合は、それぞれの画面から各医療
機関のシステムに保存されているEMRにアクセスし引き出すことができる。図19は
EMRに記録されている足のＸ線検査結果の詳細レポートを示すサンプル画面である。

図19  Ｘ線検査結果レポートのサンプル
足のＸ線検査結果レポートの詳細を表示する例を示す
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　患者のアレルギーやアラートなどをあらかじめ知っておくことも重要である。図20
は、アレルギーとアラートの一覧を表示するサンプル画面である。

図20  アレルギーとアラートのサンプル
患者のアレルギーとアラートを一覧表示する例を示す
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7  まとめ
　シンガポールの国家EHRは、現時点ではほぼ計画通り進められているように思え
る。そのように判断する根拠として、以下のポイントが挙げられる。
・国として国家EHRを受け入れる環境が整っている
・政府主導で計画し、投資と配備を計画通り実行している
・フェーズ1で基本部分が完成している

シンガポールという国の成熟度が国家EHRを受け入れる環境とうまく合致している
のではないかと考えられる。独自に構築した医療制度を持ち、国の基本政策として取
り組んできた情報化政策が短期間でのNEHR構築を牽引するとともに、金融センター
をはじめとする国際色に富んだ企業育成により経済的に豊かな国になってきたことが
後押ししている。また、中華系の人を思いやる精神の上に、欧米系の合理的な考え方
を巧みにマッチさせ、ユニークなNEHRを作り上げている点は見逃せない。

世界中で取り組まれているEHRに素直に学び、実績があるカナダやニュージーラン
ドを参考にしながら、失敗しない方法を採用しているのは賢いやり方である。特に、
ポータルを重視し、EHRポータルの世界的企業であるOrion Healthを採用したことが
国家EHRの短期間での驚異的な立ち上げを可能にしている点のひとつである。

　しかし、シンガポールの国家EHRに全く課題がない訳ではない。冒頭で述べたよう
に、私的医療機関への本格的導入はフェーズ2であり、患者による閲覧・利用や研究な
どへの二次利用などもこれから取り組まなければならない課題として残っている。フ
ェーズ2が完了する2015年春にどのような国家EHRになっているのか、それは理想と
して描いた姿になっているのか、成り行きを注視したい。

　一方、シンガポールの国家EHRを日本が参考にできるか、という観点で考えてみる
と、すんなりうなずくことはできない。国家EHRを受け入れる環境において、シンガ
ポールと日本は余りにも違いすぎるため、部分的な要素は参考にすることができて
も、そっくりまねをすることはできない。国の成り立ちの原点が異なるため、日本で
はシンガポールと同じような国家主導型EHRの構築は困難であろうと考えられる。
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最後に、この数年間世界のEHRを調査してきた経験から、国家EHRがうまく機能し
ている国に共通するポイントを以下の通り整理した。
・経済的に比較的豊かな国であること
・財政面も含め国家主導型で取り組まれていること
・小子高齢化に真剣に対応する形で考えられていること
・高騰する医療費を低く抑えつつ高品質医療を提供するために考えられていること
・地域で患者のケアをするモデルを基本にしていること
・まずB2Bから始めていること
・EMRだけでなくPHRも利用する方向で考えられていること
・将来は患者自らがデータにアクセスし利用できるように考えられていること
・将来は研究や統計などへのデータの二次利用も考えられていること
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