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日本医療ネットワーク協会の活動 

非営利活動法人日本医療ネットワーク協会（以下 JMNA: Japan Medical Network Association）

は、2005年 6月 13日、各地に点在する地域医療ネットワークシステムを論理的に束ねるための組織

として設立された（http://www.ehr.or.jp）。2001 年に宮崎、熊本で稼働した EHR（はにわネット、

ひごメド）、2007年に京都で稼働した EHR（まいこネット）などを論理的に接続する実験を行った。

これは、転勤などで移動した場合、別々の地域で複数のアカウントを持たざるを得なかった不便を解

消するためで、地域ネットの上位に個人を特定する上位アカウントを設定し、これに地域アカウント

を紐付けるものである。この実験は成功したが、EHR そのものの普及、更にその前提となる電子カ

ルテの普及が進まず、EHR は地域限定でのプロジェクトとして稼働を続けた。 

2010年頃、地域毎での EHR運営が資金の面などで近い将来困難になるとの予想から、物理的基盤

を一カ所に集約し、地域 EHR プロジェクトに EHR サービスを提供する方向でシステムの再構築を

進める機運が生まれた。そこで、京都のまいこネットをまず共同利用 EHR に移転し、順次、これを

発展させる予定であったが、後で述べる次世代医療 ICT基盤タスクフォースが発足。2015年の次世

代医療 ICT基盤協議会配下での千年カルテプロジェクトに移行していくことになった。 

現在、千年カルテプロジェクトは JMNAの元で開発、普及を進めており、2010年当時のコンセプ

トが、更に大規模に実現されようとしている。 

 

千年カルテプロジェクト ～その概念と目指すもの～ 

経緯 

2014年 3月に次世代医療 ICT基盤タスクフォース（内閣官房）が設置され、主として医療情報の

2次利用に関する検討を開始。この組織は、内閣総理大臣を本部長とする「健康・医療戦略推進本部」

の下部組織の一つで、1年間の準備の末、次世代医療 ICT基盤協議会（以下、協議会）に昇格。2015

年 4月 2日に第 1回の会合が総理官邸（内閣府）で開催された。協議会はグループ A～Eに別れ、そ

れぞれにWGを立ち上げ活動。千年カルテプロジェクトはWG-Cに属し、「大規模健康・診療データ

の収集・利活用」をテーマとしている。 

2015年 9月に、日本医療ネットワークから応募した AMED研究公募事業に正式採択決定。研究題

目は全国共同利用型国際標準化健康・医療情報の収集及び利活用に関する研究（愛称：千年カルテ）。 
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本研究事業では、EHR システムの基盤として B to B / B to C の機能を実現することで、参加医療施設や患者にメリット
を提供するとともに、医療情報の二次活用を進めることで、全国の医療情報利活用と EHR の運用を自立採算で継続する仕
組みを目指しています。 

 

 

 

今後の展開 

 
 平成 27年度は EHR
システムの構築を完了
しており、参加表明医
療施設も継続して拡
大中です。 
 

 今後も医療情報の分
析実証・各種機関の
あり方の研究など、医
療情報の利活用と循
環モデルの実現に向
けた実践的取り組み
を推進していきます。 

図 1：研究事業の概要（千年カルテプロジェクト） 

本研究事業の目指す姿 
 
・B to B & B to C : EHR システムの構築 
 データセンター内に、”ISO13606”をベースに設計したフォーマットを採用した DB と、各種フォーマットからの変換

マッパーを準備することで、施設が抽出フォーマットに制限されることなく、参加施設にとって負担の小さいシステム

を構築します。 

 
・B to B & B to C : EHRの活用 
 診療データの安全な保存により、災害時等での医療の継続性を担保します。 

 患者さんへの診療データ提供を通じて、健康意識の啓発、病気の予防を実現します。 

 地域連携医療に貢献し、医療の質・安全性・医療コストの低減に寄与します。 

 
・B to R：EHR に蓄積したデータの二次活用推進 
 法整備を含め国のデータ利活用に向けた検討の動きに合わせて、医療情報の利活用を推進する準備を行い 

ます。 

 

・循環モデルの実現 
 医療情報の二次利活用での利用料により、EHRシステムの永続的な運営と参加医療施設の拡大を進めます。 

生活者 

二次利用運用機関 顕名データ運用機関 

EHR運用機関 

ライフケア 

関連企業 

医療関連機関、大学等、 
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機関 

病院 診療所 

B to R データ利活用：医療情報を活用したデータ分析 

PHR: 個人への健康・ 
 医療情報の提供 

 匿名化情報の蓄積 

 統計処理 

情報提供依頼 

利用料⇒ 

EHR運営、 
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本研究は、4年後には事業化を目指し、すでに京都、東京、九州等で別々に稼働している EHRサイト

を、新しく開発･設置する共同利用型 EHR センターに集約し、データ保存規格を ISO13606 に統一。こ

のデータセンターを共同利用することで、データの安全性と運営経費の低減をめざす。また、これらの

データを法律に則って公正･安全に 2次利用し、その収益で EHRを運営し、事業の継続性を担保する。 

2018 年度に施行予定の代理機関法等の条件にもよるが、これらは、新しく設立する個別の事業体（1

次利用の EHR 運営機関と、2 次利用運営機関）として運営される予定。1990 年代からの懸案だった診

療データベースの本格的運用により、連携医療、臨床研究、創薬、公衆衛生等への活用が期待される（図

1）。 

現状 

2015 年度は、EHR データセンター（以下、センター）の基本機能の設計と開発。同時に、京都、宮

崎の 11の医療機関とセンターの接続を行った。2016年度は、約 20の医療機関と接続を行っている。2017

年度は、約 40の医療機関を接続予定で、2018年度までに 200以上の接続を見込んでいる（図 2）。 

 

 

図 2：接続予定病院プロット 

データセンターの基本機能のうち、Web による閲覧機能はすでに稼働している（図 3）。検査、処方、

報告書などの文書別のスイッチがあり、患者は自分の ID（とパスワード）で診療記録を閲覧出来る。医

師も同様である。血液検査結果をグラフ化する機能もあり、患者にとって健康増進のための重要なツー

ルとなる。  

地図データ©2016 Google、ZENRIN 

https://liginc.co.jp/designer/archives/11313
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今後の 

イベントの

ご案内 

 

図 3：千年カルテの閲覧画面 

将来 

2018年度までを研究期間と位置づけ、AMED、厚生労働省、内閣官房の支援を受けながら、センター

機能の充実と、接続病院数の拡大を鋭意進める。同時に進められている医療情報の利活用促進のための

法律（代理機関、医療等 ID など）の整備を待ちつつ、2019 年度には、集積された医療データの多角的

な 2 次利用を可能とする体制を確立する（図 1）。2 次利用による収益を元に、千年プロジェクトの継続

性と規模拡大を可能とする事を目標とする。 

 

千年 太郎   1950年 4月 1日生 男 

千年 太郎 

千年カルテプロジェクト説明会（関西エリア） 
千年カルテプロジェクトの医療機関向けのサービス機能を中心に概要説明を行います。 

★ 日時： 2016 年 12 月 16 日（金） 17 時 00 分～18 時 30 分 

★ 会場： 京都リサーチパーク 9 号館 5F 京都大学 EHR共同研究講座 

  京都市下京区中堂寺栗田町 91 

 

千年カルテプロジェクトシンポジウム in東京 
千年カルテプロジェクトの概要・進捗状況の紹介に加え、海外の医療 IT化の動向など 

特別講演を予定しています。詳細は、確定次第、ホームページにてご案内します。 

★ 日時： 2017 年 2 月 3 日（金） 13時 00 分～18時 00 分（予定） 

＊シンポジウム終了後、意見交換会を企画中です。 

★ 会場： JP タワー&カンファレンス 

東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー・KITTE 4F「カンファレンスルーム A」 

 

千年カルテプロジェクト説明会（九州エリア）：企画中 
千年カルテプロジェクトの医療機関向けのサービス機能を中心に概要説明を行う予定です。 

＊2017 年 1 月頃に宮崎市内にて開催の予定です。 

詳細は、確定次第、ホームページにてご案内します。 


