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要約 

現在、我が国では、IT の進展が目まぐるしく、国民にとって身近なものになってきている。

また、高齢化や医薬、医療技術の高度化に伴い、医療に対する国民の認識や病院の経営環境も

変化してきた。こういった状況の中で、IT を活用した医療業務の効率化や、患者に対する情報

公開の必要性が問われてきている。こうした問題から、医療分野における IT の導入が進められ

ているが、医療関係者、患者共にメリットが享受できているとは言いがたい。そして、現在の

医療は、現行の診療報酬制度や国民皆保険制度によって、どの病院も、画一的な医療サービス

を提供することが慣習となっており、業務効率化や情報開示のインセンティブが生まれない状

況にある。つまり、医療業界は他の業界よりも閉じた環境にあり、社会主義的と言える。実際

に日本の公的な病院は 70％近くが赤字会計であり、運営維持のために、国による補填がなされ

ている。また、国家予算における医療関係予算の割合は年々増加傾向にあり、国が病床数を減

尐させるといった施策もなされている。このまま、慢性的な病院の赤字会計が続き、病院の数

が減っていくようなことが起きれば、国民本位の医療が維持できず、医療制度が破綻する可能

性もある。そこで私達は、国民本位の医療が提供できない理由として診療報酬制度を挙げ、こ

の制度を変えていくためのスキームとして IT を導入した医療プラットフォームを構築すること

を政策提言としたい。具体的には、IT の導入によって、業務の効率化や医療関係者同士の連

携、患者の情報の一元化を促進する。そして医療機関の情報開示項目を増やし、公的な評価機

構に評価及び格付けできるシステムを構築する。 

第 1 章では、我が国における IT の進展と医療概況を検証し、現在の IT の普及率や国民の医

療に対する認識や病院の問題点について言及する。この章を通じて、患者にとって病院情報が

必要となっている中で、IT が活用されていない現状と患者の視点に立った医療サービスが提供

できていない病院の現状について指摘したい。 

第 2 章では、医療 IT と病院の情報開示の現状について言及する。この IT が病院の現状を打

開する手段となり得るにもかかわらず、IT 導入の普及率が低く IT 導入メリットが医療関係者

及び患者に享受されていないことと、現状の病院の情報開示では、患者のニーズを満たせてい

ないことを指摘したい。 

第 3 章では、日本とアメリカの医療制度を比較検証することで、第 2 章で上げた IT の利活用

がされていないことや、情報開示の不足といった問題が生じる理由を言及したい。そして、欧

米で採用されつつあるインセンティブ制度について触れることで、今後の日本の医療制度の問

題を挙げ、今後国民本位の医療サービスを提供していくためには、将来的に制度の改定をして

いく必要があることを述べる。 

第 4 章では、政策提言の具体的な施策について述べる。日本の医療制度を変えるためには、

現行の医療環境では不可能なことから、制度改定の第一歩としての政策提言を行う。患者、イ

医療関係者がメリットを享受できるような IT を医療分野に導入する。また、医療情報サイト設

立によって病院の情報開示の促進を図り、医療機関評価、格付けの仕組み、及び医療関係者間

の情報連携ができ、国民本位の医療サービスの提供ができるようにする。こうしたプラット

フォームの構築を提案する。 
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はじめに 

我が国においては、平成 17 年に初めて、死亡者数が出生数を上回り、総人口では約 2 万 1 千

人の減尐になるなど、人口が減尐局面に入りつつある。また、平成 17 年現在の 65 歳以上の高

齢者人口は、過去最高の 2576 万人となり、総人口に占める割合も 20.2％と、初めて 20％を超

えた。このような人口減尐と急速な尐子高齢化により、我が国における生産年齢人口の減尐

や、医療・健康・介護・福祉分野のサービスの利用者の増加が見込まれる。今後とも、国民が

住み慣れた地域や家庭において、これらのサービスを総合的に受けられる社会の構築が求めら

れるが、我が国の厳しい財政状況を踏まえ、今後とも我が国経済社会の活力を維持・増進して

いく観点からは、限られた資源を有効に活用し、質の高いサービスを効率的・効果的に提供し

ていくことが課題となっている。 

こうした中、情報技術の進歩は目覚ましく、ブロードバンドインフラの整備と利用の拡大、高

機能携帯電話の普及、電子商取引の利用環境の整備とその取引規模の飛躍的な増大等、日本の

情報化環境は変化している。こうした情報技術を利用し、国民が医療・健康・介護・福祉分野

のより良いサービスを効率的に利用できる社会を実現し、ひいては持続的で国民に信頼される

社会保障制度を構築することが必要である。なお、急速な IT 化の進展に伴い、個人情報の漏

洩、ネットワーク上での成りすまし、改竄等が社会問題となっている。情報化を進めるに当た

っては、国民の安心を最優先し、安全に健康情報等の個人情報を活用したサービスを受けられ

る体制を整備することが必要である。 

こうした背景から、医療における IT 化が進められ、情報技術を活用した今後の望ましい医療

の実現を目指し、平成 13 年 12 月 26 日に「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイ

ン」が策定された。また IT の構造改革力で日本社会の改革を推進するという観点から、平成

18 年 1 月 19 日に IT 戦略本部において「IT 新改革戦略」が決定され、今後重点的に取組む IT

政策として、保健・医療・福祉分野が取り上げられている。 

しかし、これらの施策によって、IT 化が進められているものの。国民や医療関係者にメリッ

トが享受されているとは言いがたい。実際に、患者への情報提供や業務の効率化のため、医療

分野における IT 化が進められてきたが、病院の経営赤字の慢性化は解消されず、病床数も年々

減尐傾向にある。患者への情報開示に関しても、患者の情報ニーズを捉えている病院は尐な

い。国民本位の医療サービスが現行の医療体制で追求できるのかは疑問視されている。 

つまるところ、現状の IT の普及率では、医療関係者に享受されるメリットよりも IT 導入コス

トなどのデメリット方が大きいと言える。この原因として日本の医療制度である診療報酬制度

が挙げられる。しかしこの診療報酬制度を改定するためには、現状の医療環境では不可能に近

い。そこで、私達は、病院による情報開示や、患者情報の一元化、医療関係間の情報共有をす

るために、さらなる IT の導入が必要であると考えた。 

そこで本稿では、医療分野のプラットフォーム化を進めることを政策として提言する。患者が

得られる病院の情報の量を増やし、日本医療機能評価機構と連携することで、病院の比較評価

を容易にするシステムを構築し、医療 IT を導入することで、患者情報の一元化、病院や審査機

関などの医療関係者間での情報共有の円滑化を図る。そしてこの医療プラットフォームの構築

が、国民本位の医療サービスの提供と、持続的な社会保障制度の構築へ寄与することを本稿の

目的とする。 
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第1章  IT の進展と医療概況 

第 1 章では、IT 化が進展し、ブロードバンドインフラの整備と利用の拡大によって、国民の生

活に変化が生じてきていることを示す共に、患者が病院の情報を欲している現状を言及する。

そして、高齢化の進展により、医療、健康、介護、福祉分野のサービスの利用者が増加してい

るが、病院の運営において財源を圧迫している現状も示唆する。 

第1節 インターネットの普及と利用状況 
総務省の発表している「通信利用動向調査」によると、インターネット普及率は毎年上昇

し、1997 年では 1155 万人の 9.2％だったのに対し、2010 年現在 9462 万人の 78.2％となって

いる。なおこの調査結果の「インターネット利用」とは、6 歳以上を対象に過去一年間に PC、

携帯電話、PHS、ゲーム機などのあらゆる端末でインターネットにアクセスしたかどうかで判

断している。この結果からインターネットは国民の生活において、身近な存在になってきてい

ると言える。 

 

【図１ インターネット利用者及び人口普及率の推移】 

総務省「平成 22 年 通信利用動向調査」より作成。 
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また、年代別、年収別にインターネットの利用状況を見ていくと以下の図のようになる。世

代別に個人のインターネット利用率を見ると、13 歳～49 歳までは 9 割超えており、65 歳

以上の世代においては、平成 20 年末よりかは伸びているものの、以前まだまだである。

所属世帯年収別の利用率はほぼ横ばいである。まだ年齢によってインターネットの普及率

に偏りが生じていることが判断できる。 

 

【図 2. 属性別インターネット利用状況】 

総務省「平成 21 年通信利用動向調査」より引用 

 

国民は情報を収集するためにインターネットを活用している傾向がある。国民のインター

ネットの利用目的をまとめたものが以下の図である。パソコンにおいて、利用目的の最も多く

を占めているのが「企業・政府等のホームページ（ウェブ）・ブログ（ウェブログ）の閲覧」

であり、「商品サービスの購入」「個人のホームページやウェブログの閲覧」や、「地図情報

提供サービス」も大部分を占めている。携帯電話においても、「企業・政府等のホームページ

（ウェブ）・ブログ（ウェブログ）の閲覧」は、利用目的の五番目に位置し、スマートフォン

が普及している現在、情報を携帯電話で入手する傾向にあると言える。この図から、インター

ネットにより、情報収集は飛躍的にしやすくなったと言えるであろう。現代社会において何か

必要な情報があるとき、インターネットを利用するのはしごく当然である。これまでのグラフ

から、情報技術の進歩は目覚ましく、ブロードバンドインフラの整備と利用の拡大、高機能携
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帯電話の普及、電子商取引の利用環境の整備とその取引規模の飛躍的な増大等、日本の情報化

環境は変化してきていると言える。 

 

【図 3. インターネットの利用目的】  

総務省「平成 21 年通信利用動向調査」より引用 
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第2節 医療に対する国民意識 
インターネットが普及するにつれて、国民の医療に対する意識が変わり、患者自らあらかじめ

何らかの情報を得て、それを参考に医療施設を選択するという傾向が強くなっている。 

これは厚生労働省が全国の一般病院利用者を対象に実施している「受療行動調査」により明ら

かである。平成 20 年度の調査では、外来 76.9%、入院 84.8%となっていることから明らかで

ある。 

 

厚生労働省「受領行動調査」より作成 

  

しかし、多くの人が病院を選ぶ際「参考にしたものがある」と答えているのに対し、同調査に

よると、外来では行政機関による情報提供 8.5%、行政機関以外のホームページ（病院のホー

ムページ）3.9%。入院では、行政機関による情報提供 8.0%、行政機関以外のホームページ

3.7%ととても尐ないのがわかる。そしてまた外来患者、入院患者共に、多くは医師による紹介

で、次いで、家族、友人、知人から病院の情報を手に入れていることが分かる。 

これまでの図や表からは、インターネットの利用が国民に普及しているのにもかかわらず、病

院の情報を収集し、選択する上では、あまり活用されていない現状が考察される。つまり、IT

の進展が患者の病院における情報のニーズを満たすことに寄与していないことが指摘できる。 

 

【表 1】（単位:% 複数回答） 

参考にしたものの例 外来患者 入院患者 

医師による紹介 42.8 58.5 

病院の相談窓口 5.5 11.9 

家族・友人・知人 40.2 32.1 

ポスター・看板・パンフレット等の広告 2.6 2.5 

刊行物・テレビ・ラジオ 1.3 1.7 

行政機関による情報提供 8.5 8.0 

行政機関以外のホームページ 3.9 3.7 

その他 17.7 14.3 

厚生労働省「受領行動調査」より作成 

【図 4 平成 20 年 病院を選ぶ際に参考にした情報の有無】  

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 10 

第3節 医療分野の概況 
第 2 節までで患者の医療に対する意識の変化について述べてきたが、この節では、病院の概

況について言及する。まず、高齢者の人口の推移を述べる。高齢者人口の割合は昭和 25 年に

は 4.9％とだったが、27 年には 5.0％と、総人口の 20 人に 1 人が高齢者となり、60 年には

10.3％と 10 人に 1 人となった。その後も上昇を続け、平成 17 年には 20.2％と 5 人に 1 人と

なり、21 年は更に上昇して 22.7％となっている。これによって医療サービスを受ける利用者

は今後増えていくことが考えられる。 

 

 
 

次に、病院経営の現状を下の表で示す。以下の表によると、病院の赤字比率は 8 年間で 65％

～78％で推移している。黒字病院は、この 8 年間で 40％を上回った年度がないのが病院経営

の現状である。つまり病院の赤字会計は慢性化しているものと言える。 

 

【図 6 平成 12 年～平成 20 年 黒字、赤字病院構成比推移(自治体、その他公的、民間) 】  

 

  

全国公私病院連盟 日本病院会による「病院経営分析調査報告書」及び「病院経営実態調査報告書」

一般病院データより作成 

 

 

 

【図 5 高齢者人口の推移】 

総務省統計局のデータから引用 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 11 

次に社会保障給付費の推移を以下の図で説明する。社会保障給付費は分野問わず、年々増加の

傾向にあり、1990 年から 2009 年の推移を見ると 47.2 兆円から 98.7 兆円に増加しており、20

年間で 2 倍以上増加している。 

【図 8 社会保障給付費の推移】(単位：兆円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省のデータより作成   

 

この 2 つのグラフから言及したいのは、病院の赤字会計によって、国の財源が圧迫され得る

ということである。自治体の病院や公的な病院を維持するために、病院の赤字分は国の予算で

補填される。図 6 で示したように、赤字会計の病院の割合がこのまま維持され続ければ、高齢

化に伴い、この病院経営の現状は、医療関係費の割合のさらなる増加をもたらすことになる。 

実際に、医療関係費削減の流れから、病床数を減らす動きにあり、現在、医療機関の病床数は

全体的に減尐傾向にある。特に一般病床は 20 年で 30 万床ほど減尐している。【図 9 参照】 

 

【図 9: 病床の種類別にみた病院病床数の年次推移】 
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第2章 医療 IT と情報開示 

第 1 章から、IT の進展が患者のニーズを満たす意味合いで医療分野に寄与していないこと

と、病院経営の赤字会計が将来の国の財源を圧迫し得る現状を示唆した。第 2 章では、これま

で政府が導入した医療分野における IT 化を概観すると共に、病院の情報開示の現状を示唆す

る。そして、現状では医療機関側に IT を導入するメリットが享受されていないことと、病院全

体で開示されている情報量と病院毎の情報の偏りがあり患者にも IT のメリットが享受されてい

ないことを言及する。 

第1節 医療分野における IT 
 

第 1 項 医療 IT 政策について 

医療における IT 化は平成 13 年から進められており、情報技術を活用した今後の望ましい医療

の実現を目指すため、「保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン」が策定された。

このグランドデザインにおいては「医療の将来像を踏まえた医療の課題と情報化」、「医療情

報システム構築のための戦略」、「情報化の進展に伴う保健医療福祉総合ネットワーク化への

展開」、特に医療情報システムの構築に関しては電子カルテ・レセプト電算処理システムの目

標と達成年次、国の講ずるべき施策等が盛り込まれている。厚生労働省においては、このグラ

ンドデザインを踏まえ、電子カルテ・レセプト電算処理システムの目標の達成に努めるととも

にグランドデザインで描かれた情報技術を活用した今後の望ましい医療の実現に向け、各般の

施策を講じてきた。 

一方、IT の構造改革力で日本社会の改革を推進するという観点から、平成 18 年に IT 戦略本

部において「IT 新改革戦略」が決定され、今後重点的に取組む IT 政策として、保健・医療・

福祉分野取り上げられている。その中で、医療・健康・介護・福祉分野横断的な情報化方針、

具体的なアクションプラン等を示す情報化のグランドデザインが策定されている。 

厚生労働省は、平成 13 年の「医療保険分野の情報化にむけてのグランドデザイン」にて、IT

導入によってもたらされる医療の目指すあるべき姿として、以下の 3 点を挙げている。 

 

1．患者の選択の尊重と情報提供        2．質の高い効率的な医療提供体制 

  ○患者の視点の尊重と自己責任        ○質の高い効率的な医療の提供 

  ○情報提供のための環境整備          ○医療の質の向上 

3．国民の安心のための基盤づくり 

  ○地域医療の確保、医療の情報化等 

 

これらを医療の情報化を 21 世紀の医療提供の姿を考える際に不可欠の要素と位置づけ、その

整備を実現すべき具体的な政策課題としている。これらの課題と情報技術を活用した手段との

対応関係は、相互に密接に関連しているが、両者の関係について課題を中心にわかりやすく整

理すると次のとおりである。 
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注）医療情報システムとは 

 「医療情報システム」についての定義は、特に定まったものはないが、当グランドデザイン

においては主に以下のシステムを指すものとする。 

電子カルテシステム 

診療録等の診療情報を電子化して保存更新するシステム。様々な段階があるが、現状では診療

録や検査結果などの診療情報を電子的に保存、閲覧するために医療施設内での使用が大部分で

ある。 

 今後は診療情報などを医療機関同士で交換、共有する診療情報のネットワーク化・データベ

ース化が図られ、診療情報が活用されることが期待される。 

遠隔診療支援システム 

 医療機関と医療機関をネットワークで結び、専門医による診断を依頼する画像診断（tele-

radiology）、病理診断（tele-pathology）のような専門的診療支援や、医療機関と在宅の間にお

ける在宅療養支援などを行うシステムのこと。 

医療の課題 情報技術を活用した手段 効果 

情報提供 電子カルテシステム （比較可能なデータの蓄積と活用） 

・適切な情報管理・検索 

・目的に沿った情報の加工が容易 

（見やすく読みやすく分かりやすい情報） 

・患者にとって理解しやすい診療の説明 

（医療従事者間での情報提供や診療連携） 

・医療機関内、医療機関間、医療機関・他の関係機関

との情報ネットワーク化 

・セカンドオピニオンの際に初めの病院で検査した正

確な患者情報を容易に参照可能 

レセプト電算処理システム ・健康指導などの保健事業に活用 

質の向上 「根拠に基づく医療」支援

(Evidence-based Medicine:ＥＢＭ) 

・質の高い医学情報を整理・収集しインターネット等

により医療従事者や国民に提供 

・診療ガイドラインの作成支援・提供 

電子カルテシステム ・患者の診療データの一元管理・共有化、情報の解析

等による新たな臨床上の根拠（エビデンス）の創出 

遠隔診療支援 ・遠隔地の専門医による診断支援、治療指示等が受け

られる 

・在宅において安心できる療養の継続 

効率化 電子カルテシステム ・フィルム等消耗品の使用量削減 

・正確な物流管理による経費節減 
オーダリングシステム 

レセプト電算処理システム ・診療報酬の請求・審査支払事務の効率化 

個人・資格認証システム ・医療事務の効率化 

物流管理システム（電子商取引） ・医療資材物流に関する事務の効率化 

安全対策 オーダリングシステム ・診療情報の共有による伝達ミスの防止、入力・処方

ミスのチェック 
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レセプト電算処理システム 

 診療報酬の請求を紙の診療報酬明細書（レセプト）ではなく、電子媒体に収録したレセプト

により行うシステム。なお、現状はフレキシブルディスク又は光ディスク等により行われてい

るが、将来的にはオンライン請求も含む。 

オーダリングシステム 

従来、紙の伝票でやり取りしていた検査や処方箋などの業務を、医師（歯科医師を含む。以下

同様。）がオンラインで、検査、処方し、医事会計システムとやり取りすることなどにより、

オンライン上で指示を出したり、検査結果を検索・参照したりできるシステム。 

個人・資格認証システム 

 医療情報システムを用いて検査や処方などを行う際に、医師等の資格確認を電子的に行うシ

ステム。今後は被保険者証をＩＣカード化し、医療施設を受診した際にオンラインで被保険者

の資格を確認したり、住所・氏名などの個人情報をカルテ、レセプトへ自動的に転記をしたり

することへの応用が検討されている。 

 

第 2 項 医療 IT に対するニーズ 

第 1 節でこれまで行なってきた政府の医療 IT について言及してきたが、いずれにしても、医

療・健康・介護・福祉の分野における IT 化を進めるにあたって、IT 化を導入することを主た

る目的とするのではなく、国民等の利用者の視点に立って進めることが特に重要であると考え

られる。IT 化が進捗するか否かは、実際に IT に係る投資を行う医療機関、介護事業者、保険

者が IT 化のメリットを実感できるかにかかっている。 

今後の IT 化の将来像や具体的なアクションプランについて考える際に、国民、医療機関、介

護事業者、保険者等の IT 化に関するニーズから考える必要がある。厚生労働省によると、これ

らの関係者のニーズは以下のとおりである。 

【国民】 

IT を活用して、自身の健診情報・診療情報を日常の健康管理に活かし、医療機関・介護事業

者等に提供し、安心して質の高いサービスを効率的に受けるというニーズ。 

○ 自身の健診情報・診療情報を電子的に入手・管理することができ、生涯を通じた健康管理

に役立てたい。 

○ セカンドオピニオンや専門医への紹介をスムーズに受けたい。また診療情報等のうち、必

要な情報が介護事業者と共用されること等により、安心できる介護サービスを受けたい。 

○ 医療機関・介護事業者等に関する正確で豊富な情報を入手したい。 

【医療機関・介護事業者】 

費用対効果の高いＩＴの導入により、質の高いサービスを効率的に提供するというニーズ。 

○ 安全で効率的に、質の高い医療・介護を提供したい。 

○ 客観的で高精度な統計的・疫学的データを医療・研究に活かしたい。 

○ 医療保険事務及び医療事務にかかるコストを抑えたい。 

【保険者等】 

レセプトオンライン化等により、医療保険事務を効率化すると共に、保険者機能を効果的に発

揮するというニーズ。 

○ レセプト保管経費の軽減、誤記や資格過誤の解消等により医療保険事務にかかるコストを

抑えたい。 

○ 医療費を適正にするためにも、健診情報・レセプトデータを活用して、被保険者に対し効

果的な保健指導を実施したい。 
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第 3 項 医療 IT システム普及の現状 

この節では、医療情報システムの現状を述べる上で、グランドデザインに記載されていたレセ

プトオンライン化と、電子カルテが現在どの程度普及しているのかを示すことでどの程度医療

IT が普及しているかを示唆したい。 

レセプトレセプトオンライン化が、この 1 年でどの程度、普及しているかを示したのが以下

の図である。この 1 年で 2 倍以上の医療施設がレセプトオンラインを導入している。しかし

2010 年 3 月 31 日時点におけるレセプト（診療報酬）請求のオンライン化の進捗状況を全医療

機関で見てみると、22 万 1475 施設のうち 8 万 891 施設がオンライン請求に参加しており、普

及率は 36.5％と全体の 3 分の 1 程度である。参加施設毎に見てみると、400 床以上の病院、

400 床以下の病院、調剤においては 90％近い普及率であることが分かる。ただし医科診療所も

割合は低く、特に歯科のレセプトオンライン参加施設は、8 万施設中、300 施設である。 

 

【図 6 レセプト請求オンライン参加施設数の推移】 

 

【図 7 レセプト請求オンライン参加施設の割合】 

 

次に電子カルテの普及率について示す。下の図によると、電子カルテの導入率は、2003 年か

ら 2009 年までの間で、病院全体で 2.4％から 12.5％まで上昇し、400 床以上の病院で、7.9％

から 41.6％まで上昇している。大規模な病院においては、レセプトオンライン化と共に IT 化
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がある程度進んでいると言えるが、小規模な医療機関ではまだ普及率が低く、病院全体では、

まだ十分とは言えないだろう。 

【図 8 電子カルテの導入率推移】 

 
株式会社 NTT データ保険医療ビジネス本部「国民の医療を支えるヘルスケア IT の可能性」 

のデータより作成 

 

この 3 つのグラフから、医療分野において、まだ IT の導入は完全ではないと言える。IT 導入

が進んでいない理由として、導入するメリットが医療機関側に存在しないからだ。このことの

詳細については、第 3 章で示す。この IT 導入率の現状では、電子カルテシステムによる患者の

診療履歴を次回以降の診療に活かすといった、医療従事者間での情報共有や連携が機能せず、

患者の情報も一元的に管理することもできないだろう。また IT をより多くの医療機関に導入す

ることで、医療カルテの改竄や無駄な診療行為を防ぐことも可能になる。なにより IT の導入に

よって、病院の業務の効率化の寄与できるので、病院運営コストの削減も図ることができるだ

ろう。つまり現状の IT 導入率では、医療関係者にメリットが享受されていない。今後、さらな

る IT の導入が必要であろう。 

第2節 病院の情報開示 
 
第 1 項 病院の情報開示の背景 

第 1 節では、実際に医療 IT 化が進んでいる中で、医療関係者にメリットが享受されていない

ことを示した。次に患者にメリットが享受されているのか病院の情報開示の現状から検証した

い。 

 

1. 病院に関する情報公開 

我が国の医療機関は、国民皆保険という制度の基に成り立っており、世界保健機構(WHO)か

ら高い評価を受けている。その一方で、均一した医療の提供を目指すあまり、医療情報の提供

には消極的で、患者の視点に立った情報の提供という観点に乏しいとの批判も多い。このよう

な病院と患者の情報のミスマッチが生じて、患者が病院を選択する際の情報が尐ない事が問題

視されている。 
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医療法による規制も情報開示の促進を妨げる要因となっている。現在、医療法によって医療機

関の広告が、特定の項目以外の公開を規制している。これによって、病院情報の多くを患者に

伝えきれていないのが現状である。 

 

2. 病院の広告規制 

病院の広告とは、「不特定多数を対象にしたもの」と医療法で定められている。主な媒体とし

ては、看板・新聞の折り込み・電話帳があり、ホームページはその対象外とされている。その

理由は、ホームページは利用者自らが情報を求めてアクセスするとされているためである。病

院の広告規制は、医療法が制定された昭和 23 年から行われており、「診療科名」や「病床

数」など認められた項目以外の公開が禁止されている。 

 1990 年代以降、患者による病院の選択肢拡大を図るために、政府は医療に関する情報開示

を進めており、事実に基づく項目については規制緩和を行っている。そのため、以前に比べる

と情報が公開されるようになっているが、依然として規制は続いたままで、公開すべき情報の

多くが制限されたままである。第 2 項ではそのような病院の情報開示の現状を考察する。 

 

第2項  病院の情報開示状況の検証 
第 1 項で病院に関する情報開示の問題の概要を述べたが、現在、病院の情報開示が具体的に

どの程度されているかを示唆する。先行研究である『病院における情報公開項目の特性に関す

る研究』(友清 貴和*  山本 善宏**)の調査結果によると、以下のような病院情報開示の現状が

ある。この研究では、病院約 9000 のうち、調査対象病院を病院機能評価の認定を受けていて

いること、ホームページを開設していることを条件とし、日経病院ランキングより全国の上位

15 病院を抽出している（以下、全国ランキング病院）。さらに同様の条件で、全国ランキン

グ病院との規模の差をできる限り尐なくするため、鹿児島県の病院より病床数の多い順に  15 

病院を抽出し、計 30 病院を対象にしている。（【表 2】参照） 

【表 2】                

病院名   設立母体 病床数 病院名   設立母体 病床数 

RA   社会福祉法人 744 KA  独立法人 740 

RB   医療法人 802 KB  財団法人 450 

RC   社会福祉法人 770 KC  医療法人 350 

RD  一般企業 665 KD  社会福祉法人 338 

RE  社会福祉法人 466 KE  医師会 261 

RF  財団法人 520 KF  財団法人 240 

RG  医療法人 436 KG  医師会 213 

RH  医療法人 607 KH  医療法人 200 

RI  自治体 956 KI  医療法人 199 

RJ  自治体 720 KJ  厚生連組合 184 

RK  厚生連組合 410 KK  自治体 175 

RL  自治体 350 KL  財団法人 165 

RM  一般企業 513 KM  医療法人 131 

RN  医療法人 315 KN  医療法人 129 

RO  一般企業 1157 KO  医療法人 99 

この研究では、情報公開項目のチェックリストを作成し調査を行っており。情報公開項目につ

いては、病院機能評価項目や広告規制が緩和されている項目から抽出し、病院機能評価項目で

分類されている 6 領域を基に作成した（【表 3】参照）。実際の調査方法としては、調査対象

病院のホームページをすべて閲覧し、公開されている情報のチェックを行ったものである。情

報のチェックについては内容・詳細を問わずに、ある項目について何らかの掲載があればその

項目を情報公開しているものとしている。 
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領域 情報公開項目 

公開        

病院数 

公開割合(%) 広告規制

の有無 
項目別 平均 

1 

病院組

織の運

営と地

域にお

ける役

割 

理念  22 73 

36 

☓ 

病院の役割 20 67 ☓ 

組織図  5 17 ☓ 

院内連携  5 17 ☓ 

手術件数・実績  17 57 △ 

分娩件数・実績  11 23 △ 

平均在院日数  6 37 △ 

疾患別患者数  6 20 △ 

施設基準  13 43 ◯ 

職員の教育・研修  9 30 ☓ 

併設施設  9 30 △ 

地域医療福祉との連携  20 20 △ 

紹介患者率  3 10 ☓ 

ボランティア  15 50 ☓ 

広報誌  11 37 ☓ 

2 

患者の

権利と

安全の

確保 

患者の権利  15 50 
  
  
  

 
28 
  
  
  

☓ 

インフォームドコンセント  11 37 ☓ 

セカンドオピニオン  7 23 △ 

カルテ開示  10 33 △ 

責任体制  3 10 ☓ 

医療事故  9 30 ☓ 

院内感染  4 13 ☓ 

3 

療養環

境と患

者サー

ビス 

診療科名  30 100 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

◯ 

診療日  30 100 ◯ 

診療時間  29 97 ◯ 

院内案内  15 50 △ 

交通案内  26 87 ☓ 

地図  29 97 ☓ 

医師の名前  24 80 ◯ 

看護師の名前  1 3 ☓ 

予約診療  7 23 △ 

電話番号  27 90 ◯ 

相談窓口の設置  13 43 △ 

患者からの質問・回答  10 33 ☓ 

患者の意見  2 7 ☓ 

苦情について  1 3 ☓ 

面会時間  23 77 ☓ 

アメニティ  10 33 △ 

バリアフリー  1 3 ☓ 

プライバシー  10 33 ☓ 

患者の使用する設備・備品  4 13 ☓ 

禁煙、分煙について  9 30 ☓ 

病棟設備・療養環境  15 50 ☓ 

災害時の対応  3 10 ☓ 

【表‐3】 

【表 3】 
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領域 情報公開項目 
公開        

病院数 

公開割合(%) 広告規制

の有無 項目別 平均 

4 
診療の質の

確保 

委員会  10 33 

40 

☓ 

医師の略歴・年齢・性別  11 37 △ 

医師の専門・実績  17 57 △ 

電子カルテについて  5 17 △ 

薬剤  15 50 ☓ 

手術設備・体制  9 30 ☓ 

救急設備・体制  16 53 ◯ 

食事・栄養  19 63 ☓ 

リハビリテーション設備・体制  17 57 △ 

在宅医療  4 13 △ 

訪問看護  11 37 △ 

入院について  19 63 ☓ 

検査設備・体制   25 63 ☓ 

緩和医療  23 83 ☓ 

退院後について   7 23 ☓ 

検討会  10 33 △ 

5 
看護の適切

な提供 

看護理念  2 7 

25 

☓ 

看護体制  13 43 ☓ 

看護師の略歴・年齢・性別  16 53 ☓ 

専門看護師の認定  0 0 ☓ 

看護内容  5 17 ☓ 

クリニカルパス  2 30 △ 

6 

病院運営の

管理の合理

政性 

医師の数・割合  9 40 

18 

△ 

看護師の数・割合  12 40 △ 

他の職員の数  10 33 △ 

職員への支援、福利厚生  2 7 ☓ 

レセプトについて  0 0 ☓ 

経営情報  2 7 ☓ 

病室数  1 3 △ 

病床数・病床利用率  28 93 △ 

施設管理について 1 3 ☓ 

衛生管理体制について  0 0 ☓ 

廃棄物処理について  0 0 ☓ 

物品管理について  1 3 ☓ 

業務委託について  0 0 ☓ 

7 その他 

病気・疾患  13 43 

41 

☓ 

治療方法  7 23 △ 

差額費用  13 43 ☓ 

治療費  1 3 ☓ 

入院費  13 43 ☓ 

外部評価・監査  24 80 △ 

イベント  14 47 ☓ 

  
他の病院へのリンク  14 47 

 
☓ 
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【表 4  広告規制の状況別に見た公開割合】 

 

広告規制 公開割合（％） 

○ 80  

△ 35 

× 27 

 

【表 3】に各情報公開項目の公開病院数、公開割合広告規制の状況を示す。診療科名、診療

日、病床数の項目についての公開割合は 90％以上の値を示しており、これらの基本的な項目に

ついては、ほとんどの病院で情報公開されている状況となっている。しかし、公開割合の全体

的な傾向を見るために領域別の公開割合の平均を算出すると(【表 3】参照)、公開割合が半数の

50％を超えている領域はなく、全体として公開されている情報は限られている。次に広告規制

の状況別に公開割合を見ると（【表 4】参照）、医療法制定当時から長く広告として認められ

ている項目の公開割合は 80％と高くなっている。しかし、近年の医療法改正により広告として

認められた項目の公開割合は 35％、また現在広告規制されている項目の公開割合は 27％と著

しく低い値となっている。つまり、ホームページは医療法の広告規制を受ける対象とはなって

いないにも関わらず、ホームページ上の情報公開は広告規制の影響を尐なからず受けていると

考えられる。最後に各領域別の公開割合を全国ランキング病院と鹿児島県病院とで比較する

（【図 9】参照）。全領域を通して、全国ランキング病院より鹿児島県の病院の方が小さい値

となっており、鹿児島県の病院は明らかに情報量が尐ない。特に「患者の権利と安全」につい

て評価してある領域 2 では、全国ランキング病院と鹿児島県の病院の公開割合が最も大きな差

となっている。また「病院運営管理」について評価している領域 6 に着目すると、全国ランキ

ング病院と鹿児島県の病院の公開割合は共に低くなっており、両者の差はほとんどなく、平均

値については最も低い値となっている。これは、領域 6 の情報公開項目が直接医療行為に関わ

らないという印象が病院に共通してあり、また患者が求める情報として需要が尐ないことが一

因だと考えられる。 

 

【図 9 領域別の公開割合】 縦軸が公開割合、横軸が領域 
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これまでは、情報公開の全体的な傾向について把握したが、次に各病院別に情報公開の状況を

比較・分析するため、各項目の情報公開の状況に応じた重み付けを考慮して、以下のように評

価を行った。公開病院数が 30 病院の項目は、30/30＝1.00 点とする。もし公開病院数が 12 

なら 30/12＝2.50 点とし、公開病院数が 0 なら 0.00 点と算出し、この方法で各項目に点数を

つける。その点数を基にして、「各領域において公開されていている項目の合計点数」を「各

領域内の全項目の合計点数」で割った数値を各病院の「各領域の情報公開点数」として定義す

る（【図 10】参照）。なお、この点数の設定は、公開項目の内容について加味していない。こ

の算出方法より、公開病院数の尐ない項目を公開している病院は、その項目の領域において高

い値を示す。 

 

【図 10 情報公開点数の算定式】 

 

 

 

 

【図 11 病院の各領域における情報公開点数―最大値、平均値、最小値】 

(縦軸に点数、横軸に領域) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまでの情報公開項目全体の分析では、一部の項目で公開割合が高いものも見られたが、全

体の公開割合は低いものであった。個々の項目について見ると、現在でも広告規制を受けてい

る項目の公開割合は低くなっており、ホームページを有効に利用した情報公開は行われていな

いのが現状である。各病院の情報公開状況には、大きなバラつきがあり、情報が尐ない現状で

は、患者は医療を受ける病院を複数の病院から選択する際、同じ基準で比較・評価することが

非常に困難であると言える。 

 

第 3 項 患者の情報に対するニーズ 

第 5 節で、病院が開示する情報について、情報量が尐ないことと、情報に偏りがあることを

述べてきた。この節では、患者が必要としている情報を基に、患者の情報に対するニーズを考

察し、病院と患者の間で情報のミスマッチが生じていることを示唆したい。 

 

1      2      3      4      5      6       7 

各領域において公開されている項目の合計点数÷各領域内の全項目の合計点数 

＝各領域の情報公開点数 
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【表 5. 外来患者が必要とした情報・入手できた情報（複数回答）】厚生労働省「受療行動調査」 

 

上記の表 5 でわかるように、必要としている外来患者が多い情報として、受けることができ

る検査や治療方法の詳細、安全のための取り組み、医師などの専門性や経歴が挙げられるが、

どの項目においても三割以下の外来患者しか情報を入手できていない。このことから、第 5 節

の表 3 のように多数の項目がホームページに乗せられていたとしても、外来患者がそこから必

要な情報を抽出することができていない、という問題点が挙げられる。この問題は、外来患者

が病院を選択する上で大きな影響をもたらしているに違いない。 

患者のニーズを満たすためには、医療法の広告規制の対象外となっているホームページをより

多くの病院が活用していかなければならない。そして、ホームページにおいて公開する情報項

目についての指針を作成し、公平な情報提供を行うことで、患者が適切な医療サービスを受け

ることができる環境づくりが必要であると言える。 

その指針は、参考にした研究でも積極的に利用していた公的な病院機能評価を用いて、公開

する情報と病院機能評価の項目が一致するものとし、さらにホームページにおける情報公開の

評価システムが可能となれば、患者がより多くの情報を得ることができるようになり、複数の

病院を同じ基準で比較・評価することも可能になると考えられる。 
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第3章  医療制度の現状 

第 2 章では、医療 IT 化を進めるにあたって、現行のアプローチの方法では、医療関係者及び患

者に IT 導入のメリットが享受されていないということを指摘し、こうした状況では国民本位の

医療サービスが提供されていないことを問題意識とした。第 3 章では、こういった問題意識が

生じる原因を、診療報酬制度の料金設定や複雑さにあることを示し、この解決策を諸外国との

比較の中で探る。 

第1節 日本の医療制度 
医療 IT の導入に消極的な病院が数多く存在し、病院の情報開示について問題視されているの

は、今に始まったことではない。それでは何故、医療 IT に消極的な病院が多く存在し、病院情

報開示が進められないのか。この節では、日本の国民皆保険制度を概観した後で、上記の問題

を集約するのが、診療報酬制度であることを示す。 

まず、診療報酬制度は国民皆保険制度によって成り立っている。国民皆保険制度とは、原則と

して国民全員に公的な医療保険に加入することを義務づけたものである。医療費支払いの仕組

みは、以下のとおりである。国民は、公的保険事業を実施する保険者（企業の健康保険組合、

国や市町村）に毎月一額の保険料を支払う。保険加入の患者が病院で診察・治療を受けた場

合、患者はかかった医療費の一部（自己負担分＝小学生〜69 歳の場合は 3 割）を医療機関に直

接支払う。医療機関は、診療報酬の単価表に基づき医療費の支払い（患者自己負担分を除いた

分）を「審査請求機関」に請求し、審査請求機関はそれが妥当かを審査した上、審査済みの請

求書を「保険者」に回す。保険者は、その請求金額を、審査支払機関を通じて医療機関に支払

う。【図 12 参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 12】 

先進医療 net 『「日本の医療制度」（1）「日本の公的医療保険の仕組み」』より引用 

http://www.senshiniryo.net/index.html 

http://www.senshiniryo.net/index.html


ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 24 

 

この制度によって国民は尐ない費用で医療サービスを受けることができる。一方で病院に

支払われる報酬は、病院が提出する診療報酬明細(いわゆるレセプト)を審査支払機関が審査し

点数化することで、決定付けられるため、全国一律の公定料金設定になっているので、医療機

関が料金を自由に決定することができない。 

日本の医療制度は、誰でも平等に医療を受けられるという大きな長所がある。もちろん、提供

されている医療サービスに地域間の差はあるが、保険証さえあれば、日本中どの病院でも受診

できる「フリーアクセス」が認められている。患者はかかった医療費の一部負担を求められる

が、月ごとの高額負担を軽減する「高額療養費制度」もあり、日々の生活において、比較的安

価に医療を受けることができる。医療機関としては、診療行為をそのまま点数化し「出来高」

で申請できるので、患者のニーズに合った医療を提供することができる。 

一方、課題や短所も尐なくない。医療機関が「出来高」で医療費を申請できることは、過剰な

投薬や診療行為につながりやすく、医療費のむだを生み出しやすい構造になっている。また、

診療報酬制度が複雑すぎることから、専門の医療従事者の必要とし、請求ミスなどによるコス

ト増を引き起こしている。これらのことから、皆保険制度の基本原則を維持しつつ、赤字体質

を改善し、医療の無駄を省いていく必要がある。 

医療の無駄を省く試みである IT 導入や、利用者である患者の満足につながる情報開示が消極

的な医療機関が多い理由として、診療報酬制度による全国一律の公定設定により、医療サービ

スの向上のインセンティブが存在せず、IT の導入や情報開示が収益に直接反映しないことが挙

げられる。小規模な病院には IT 初期投資が負担になっていることのも一因であろう。上記で示

した出来高制による過剰な医療が病院にとって都合良く、IT 化による透明性の向上をためらう

病院も尐なくないようだ。 

第2節 アメリカの医療制度 
第 2 節では、医療の情報公開が進んでいるアメリカの医療保険制度と、最近、欧米先進諸国

で導入され始めている、P4P(Pay For Performance)という IT を活用した医療インセンティブ制

度について言及する。 

 

1. アメリカの医療制度と情報開示 

アメリカの医療保険制度は公的保険と民間の保険会社が提供する保険の混合医療である。公的

保険は社会保障プランであり、高齢者及び障害者を対象にしたほとんど自己負担のない「メデ

ィケア」と低所得者を対象にした「メディケイド」がある。その他の国民一般は主に民間の営

利・非営利保険者の医療保障プランに加入する。主な民間医療保障プランは 1990 年代初めま

で一般的だった出来高払型（fee for Service）と、現在一般的な管理医療型（Managed Care）

に分けることができる。 

1965 年にメディケアが制度化したが、これには高齢者社会に向けて過剰医療や医療費の増加

を抑える仕組みがなく、貧困者層の増加と相成ってメディケイドと共に医療費の公費を急速に

圧迫した。また医学と医療技術の進歩に伴って、高性能な医療機器の導入・新薬・新しい技術

を持つ医療従事者の増加が起こり、医療コストは高くなった。このため、過剰医療などを監視

し医療費を抑制する試みとして導入されたのが HMO を中心とする管理医療型プランである。 

◎出来高払型（FFS） 

自己負担率が決まっており、掛かった診療費に応じた自己負担額を支払う。また自己負担額に

は上限が設定されており、患者が自由に医師や医療機関を選ぶことができる。診療内容によっ

て保険適用の金額の上限が設けられている場合もあるが、基本的にはプランは医師の治療内容

に対して干渉しない。使い勝手がよく、使用する薬などに制限のない充分な治療を受けること

ができるが、保険料が高く他のタイプよりも自己負担分が高い場合が多い。 
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◎管理型保険（マネージドケア） 

 予め保険加入者と保険者と医師の間で医療や介護サービスの提供とその費用の負担について取

り決めておくプランであり、保険者には非営利の健康保険法人と営利の保険会社がある。 

医療保障プランには HMO、PPO、POS など数種類のタイプがあるが、それぞれのプランは医

療の方法・質・コストを管理する仕組みであり、保険加入者の代わりに医師たちと交渉する。 

 プランは医師のネットワークを持ち、ネットワーク内の医師に顧客の供給を保証する一方で、

プランで決められた支払い上限額の中で被保険者に医療や介護サービスを提供する。よって、

プランのネットワーク外の医師を利用する場合は自己負担額が大きくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師・医療機関の自由度は PPO＞POS＞HMO であり、それに比して保険料が高くなる。 

70 年代から公的医療費の抑制のため、政府による HMO 普及の支援政策がとられ、メディケア

とメディケイドもこれを導入。福利厚生費を抑えたがる企業が次々と HMO に加入するように

なり、90 年代には主な保障プランとなった。しかし、一方で HMO 利用者や医師からの不満が

高まり、HMO 訴訟が頻発するようになった。 

主な不満理由は、（1）利用者が医療機関を選択する権利が限られていること。（2）医師の治

療内容に対する管理が厳しすぎること。（3）コスト削減が優先されすぎていることの 3 点で

あり、これらのことから患者が必要とされる治療を受けることができない深刻な問題が起こる

ようになった。 

HMO（Health Maintenance Organization）：健康維持法人 

マネージドケアの中で最も一般的なもので、600 以上の団体がある。 

保険加入者は月額保険料を HMO に支払い、被保険者である患者自身は個々の診察にあ

たって特に自己負担しないことが多いか、あるいは僅かな一定額を払う。 

原則としてプランの目的は過剰医療による治療費の抑制であり、そのため予防医療や健

康改善プログラムに対する支払いが充実している。医療内容は予めメニュー化されてお

り、コスト削減のために医師の治療法・検査・薬を監視しコントロールを行い、医師が

コストを抑えた場合にはインセンティブ（incentive：促進のために提供する報奨・賞）

を行う。加入した HMO に所属する医師にしかかかることができず、ネットワーク内か

らファミリードクター（gatekeeper）を選び、専門医に掛かる場合にはこのファミリー

ドクターの紹介とプランの承認を必要とする。マネージドケアの中でも最も保険料が低

額であるが、医師・被保険者の医療費・医療の質などへの関与が最も大きく融通が悪

い。保険会社の HMO は他のタイプのプランと比べて、個人よりもプランの利益を重視

する傾向がある。 

PPO（Preferred Provider Organization）：選択プロバイダー法人 

医師や病院などの医療サービス供給者主導で創設されたプランで全米に組織化されてい

る。出来高払型と同じで医療機関の選択・変更が自由であるが、ネットワーク内の医師

を選ぶと割安。また、治療法・処方薬等、HMO に比べて選択幅が広い。 

しかし、ディダクタブル（deductible：免責金額。一定の決められた金額に達するまで

は自己負担というもの）があるため、HMO に比べると医療費負担が大きくなる。保険

料掛け金はディダクタブルの額によっても変化。 

PPO への医療還付等の請求書は自分で作成・送付するなど手間が多い。 

POS（Point-of-Service Plan）：POS プラン 

 HMO の自由度を高めたプランで HMO と PPO の中間。 

HMO のようにネットワーク内の医師であれば自己負担無し。かつ、ネットワーク外の

医師・医療機関の選択も可能で、その場合は自己負担額が大きくなる。ネットワーク外

に限りディテクタブルが発生。 
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このような医療制度を背景に情報開示の必要性が増してきた。アメリカでは医療保険、医療

機関の両面から情報開示の機関や仕組みができており、質を担保している。アメリカ外科学

会、アメリカ医師会、アメリカ病院協会の支持のもとに発足した JC（Joint Commission:医療

機関認定合同委員会）という非営利組織が存在し、病院が公的医療保険を取り扱うためにはこ

の機関の認定を受けることが必須条件となっている。また、患者からの問い合わせに対して

も。手術の実績数、死亡率等、医療の質を示す指標の開示を行なっている。この様に、病院の

データの収集、開示は当然のように行われている。 

この JC の歴史はとても古く、JC の前身となる JCAH（Joint Commission on Accreditation of 

Hospital）が 1951 年に設立され、いくつかの名称の変更を経て 2007 年に JC となった。  

つまりアメリカでは 50 年以上前から医療機関の評価、情報開示をする流れがあったと言え

る。この結果、評価を受けた医療機関において医療の質改善のために使われると同時に、一

般に公開され、患者や保険者が医療機関を選択するための参考に閲覧できるようになって

いる。また政府による医療の質向上政策のもとに妥当性やわかりやすさの向上が推進さ

れ、臨床指標の水準と改善度合いによって給付の増減を行なった。 

 

2. P4P(Pay For Performance) 

医療機関が、高質で効率的な医療サービスを提供した場合に、高い診療報酬を支払うというイ

ンセンティブ制度である。P4P の目的は、医療の質の向上と共に医療費の有効活用を実現しよ

うとするもので、近年米国、英国、オーストラリアなど、欧米先進諸国で導入されつつある。 

米国の医療保険制度では、上記で述べたように、日本やヨーロッパ諸国のような公的な医療保

険は高齢者と低所得者にしか適用されず、一般の患者は民間の保険会社の医療保険に加入し、

そこから医療費の支払いを受けている。そのため、保険会社には、高騰する医療費を抑制した

いという力が働いているため、導入された制度である。 

P4P において、医療の質、パフォーマンスの測定は、一般的には臨床指標、患者満足度、IT

化度等についてなされている。とくに臨床指標についてはガイドライン準拠率や死亡率・合併

症率等の結果指標(アウトカム指標)が用いられ、これらの指標を使って、最低限の基準値をク

リアしているか、またその改善の度合いがどうかを測ることで、病院の格付けを行っている。

それにより、評価の良いところには支払いインセンティブを付与し、悪いところにはペナルテ

ィを課すという具合である。 

一方で、成績を上げるために重症患者を扱わない病院が出てくるなどの問題も発生しており、

公平な評価を行うために、患者背景の違いを調整するリスク因子調整方法の開発や、評価制度

を高めるためのデータベースの構築など、解決すべき課題があるのも事実である。 

 

日本の保険医療は、患者の病院や医者の選択に関して自由度が高い一方で、国の審査機関に

よって、医療機関に支払われる診療報酬が決定付けられ、公的な医療保険の加入を国民に義務

づけている。それに対して、アメリカでは保険制度が民間に依存していることから、医療分野

に競争原理が働いていると言える。この医療制度によって、日本の医療機関が利益を上げるた

めには、診療回数の絶対数や、投与する医薬を増やし、診療報酬制度に記載された項目の点数

を稼ぐしかない。 

こういった制度の仕組みのため、過剰な医療が問題になっている。そして、医療機関によって

は、IT 化に伴う業務の透明化を嫌がる病院もあるようだ。つまり、医療におけるインセンティ

ブに、業務の効率化や、サービスの質の向上があるとは言いがたい。 

このような医療環境では IT 導入のメリットが医療関係者になく、利用者である国民が必要な

情報を入手できないのは必然と言える。アメリカのように、公的な医療分野に競争原理を導入

するのは極論かもしれないが、尐なくとも、医療機関が患者第一の医療を提供できる環境を

創っていくべきであり、現行の診療報酬制度を将来的に変えていく必要があるだろう。その第

一歩として、私達は、次章にて医療のプラットフォーム化を提言する。 
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第4章  医療プラットフォームの構築 

 

第1節 新制度の方向性 
 

第 1 項 医療保険分野の IT 化に向けて 

医療保険分野の IT 化を促進する目的は主に 2 つ挙げられる。1 つ目は、医療保険運営コ

ストの一層の縮減・効率化を図ことである。医療保険運営コストに関しては言うまでもな

く、国の財源が圧迫されている今、効率化を図り、より効果的な財源の利用法を考えてい

くべきである。2 つ目は、国民・医療関係者が必要とする医療情報等を簡単に得られやす

くすることにある。これまで医療保険者、事業主、医療機関といった医療保険関係者は、

限定された情報に基づく運営を行わざるを得ない環境にあった。そのため、横断的・統一

的な情報連携を図ることができず、その結果、医療保険関係者・国民が真に必要とする情

報を得にくい環境になっていた。こうした問題から、今日まで IT 化が促進されていたが、

医療関係者や患者にメリットをもたらしたとは言いがたい。このような現状を改善し、今

後国民・医療関係者に対し、それぞれの医療機関の機能や診療実績等に関する情報提供を

充実させることによって、国民本位の医療の実現を図るとともに、医療保険運営の一層の

効率化を促進するための情報環境を整備すべきである。限られた医療財源の中で効率化を

図りつつ、共有化されたデータを有効活用することで、良質・安心・安全な医療の実現が

可能になると考える。 

 

第 2 項 プラットフォーム 

プラットフォームとは鉄道駅などで列車へ乗り降りする際に使う台状の場所を指していたが、

派生して IT 分野でソフトウェアの基盤部分となるものを指すようになった。つまり医療におけ

るプラットフォーム化とは、医療機関、及びそれに関わる関係者がそれを利用することで医療

サービスの向上ができるような「プラットフォーム（基盤）」を創りだしていくことである。 

 

第 3 項 問題点の整理 

現在医療情報を手に入れるにあたって、インターネットの普及に伴って、多くの人がインター

ネットを利用することを考えるであろうが、第 2 章で示した通り、病院の提供している情報と

患者の必要としている情報の間にミスマッチが生じていると言わざるを得ない。また、病院側

に、現行の診療報酬制度では、業務効率化や、情報開示、医療サービスの質の向上のインセン

ティブが存在せず、IT 導入のメリットが尐ないことを 3 章で述べた。この 2 つの問題点から、

患者の視点に立った医療が提供できていないと言える。そこで国民本位の医療サービスの提供

を問題意識として医療プラットフォームの構築を政策提言とする。 
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第 4 項 新制度の方向性 

この制度の目的は、IT 導入によるメリットの享受と、国民本位の医療サービスの提供を実現

すると共に、診療報酬制度の改定への迅速かつ正確な政策議論を可能にすることである。その

ための医療プラットフォームの構築であり、これらを実現するためには、2 点の事項を必要と

する。1 つ目は、医療機関の情報をより多く開示し、各病院の評価及び格付けの仕組みを整え

ることである。医療機関の正確な格付け、評価を行うためには公的な機関の審査はもちろんの

こと、患者の評価も加味されるべきである。2 つ目は、患者、医療機関、医療保険者の間で情

報連携をスムーズに行える環境を作ることである。患者の情報が一元的に管理できていないこ

とやレセプト記載要項が確立していないことが関係者間で情報共有ができない理由と言える。 

具体的な施策の流れだが、まず国が医療機関の開示する情報項目を義務化することで、受診内

容や医療機関の情報を閲覧、そして比較評価できるようにする。そして、日本医療機能評価機

構と連携することで、各医療機関の評価、格付けを可能にする。これによってパフォーマンス

の良い病院と悪い病院の判断ができるようになる。さらに、国民の利便性及び各医療関係者間

の情報連携の向上のため、レセプトオンライン化の完全実施と社会保障カードの導入を行う。 

私達は、これらの施策を提言、実施することで、文頭の目的を達成できるものとする。 

第2節 病院情報開示の拡充 
 

第 1 項 病院評価及び病院情報の開示に向けて 
現在、病院の評価をしている機関として日本医療機能評価機構が存在する。日本医療機能評価

機構とは、「医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなっ

た問題点の改善を支援する第三者機関」として 1995 年に設立された公益財団法人である。第

三者機関による医療機関の評価を行いそれら医療機関がよりよい医療サービスの提供していく

ための支援を目的としている。認定された医療機関は評価項目やその他医療機関の設備情報が

ホームページにのる。しかしながら事業開始から 16 年経った現在、認定病院数は全登録病院

数のうち約 3 割程度となっており、新規・更新数も年間 500 か所程度しかされていなくその数

も減尐傾向にある。この理由として診療報酬制度の全国一律公定料金の設定により、日本医療

機能評価機能の審査・認定を受けることが病院側の増収につながらないことがあげられる。こ

の審査を受ける際の作業負担の大きさも問題である。またこの審査による患者側のメリットも

ほとんど見つからなく、また認知度も非常に低いため、社会的ニーズにもこたえられていな

い。これに対し日本医療機能評価機構も同じように問題点を挙げており、評価体系や評価項目

の見直しを継続して行うことを述べている。 

ここで評価等はしていないものの同じく病院の情報開示を行っている健康保険連合会による

「ぽすぴたる！」いうサイトを紹介する。このサイトでは患者目線に立って情報開示内容を考

えており、"かしこい患者"として、かかりつけ医や主治医、専門医など医師との十分な対話・

コミュニケーションのもと、しっかりと医療に向き合ってもらうために必要な情報提供をめざ

すサイトを目指している。このサイトでも 3694 病院しか情報がのっていないという問題や、

病院ごとにのっている情報量が違うといった問題もある。また、2 章第 3 項で記載したような

患者のニーズでのっていない情報があるなど社会的ニーズに完全に対応しているわけではない

というのも挙げられる。しかし日本医療機能評価機構よりも患者のニーズに応えようとしてい

るのがわかる。 
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第 2 項  医療情報サイトの設立 
病院から患者への情報開示の拡充について、第 2 節で上げた情報以外の病院情報について

は、政府による医療情報サイトの設立によって開示する。これをすることで、既存の医療情報

サイトでは成し得なかった次のような問題点を解決できると考えた。 

 

① 全医療機関の情報開示  

② 開示情報の偏りをなくす  

③ 社会的ニーズへの対応 

④ 日本医療機能評価機構との連携 

 

政府による医療情報サイトを設立するにあたって、条件をつける。まず一つ目にこのサイトで

開示する情報の提供を義務付ける。医療機関にとって、既存の医療情報サイトでは登録するこ

とに収益増加などの、インセンティブをもてないためにどうしても全医療機関が登録すること

はなかった。その理由は登録するのに手間がかかるということや、医療情報サイトの認知度が

低いことがあげられる。しかし、国が登録を義務化し、このサイトの認知度を上げることでそ

れは解決する。次に国が定めた患者への最低限の情報開示を求める。その項目を、次のように

定めた. 

 

病院の情報 
 

所在地 地図 

電話番号   

交通アクセス   

ホームページリンク 連携している医療機関や福祉機関 

時間 診療時間 

  外来受付 

  面接時間 

  休診日 

診療案内 病床数 

  診療科目 

  診療担当医師、看護師等の人数 

  専門外来の種類 

  日帰り手術の種類 

  1泊 2日入院手術の種類 

  料金 

事前情報 インフォームドコンセント／セカンドオピニオンの有無 

とりあつかっている疾患   

専門医 経歴等の詳しいプロフィール 

病院の特徴 専門性や実績 

手術・治療 施設基準対象の手術・治療／手術件数 
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最低限上記の情報を載せることを義務付けることにより開示情報の偏りをなくなり、サイト利

用者は病院に対して選択の自由度を高めることができる。 

上記に述べた政府による医療情報サイトの開設に伴い、より社会的ニーズに応えるために、患

者による病院評価システムの導入を提案する。具体的には、医療機関を利用した患者が書いて

もらうアンケートシステムの導入である。【表 6 参照】このアンケート結果も、患者の満足度

を示す指標として、医療情報サイトに開示する。その結果、利用者は患者のコモンレビューを

参考に病院を選択できるようになる。 

次に、日本医療機能評価機構と連携について示す。政府による医療情報サイトと日本医療機能

評価機構とが情報共有することで、日本医療機能評価機構に認定された病院が医療情報サイト

に掲載されることになる。また医療機関に義務付けた病院の情報項目に関して、日本医療機能

評価機構の評価項目を改定し、医療機関の評価、格付けができるようにする。上記の情報内容

と共に認定の有無や格付けの結果が患者に開示され、他の医療機関と比較できるようになれ

ば、認定された病院が患者に評価され、診療先の病院として選択されるだろう。 

こういったプラットフォームを構築すれば、認定が収入の増加に寄与しないという理由で審査

を受けなかった医療機関も審査を受けるようになり、日本医療機能評価機構の抱えていた認定

病院数が尐ないという慢性的な問題は解決され、第三者機関による正当な評価が行われるよう

になると考えられる。また、現在は評価によって明らかになった課題に対して病院側に改善を

促すだけで終わっている日本医療機能評価機構の役割を広げることも可能になる。これらの施

策をすることで、各医療機関に国民本位の医療を提供するインセンティブを付与できると考え

られ、診療報酬制度を改定する際の指針にもなるだろう。 
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【表 6】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート 
  

当院を選んだ理由   病院からの紹介 

    よい医師がいると聞いた 

    知っている医師がいる 

    家から近い 

    大きな病院だから 

    医療設備が整っている 

    職員の対応がよいから 

    地域での評判が良いから 

    その他 

診察時の対応 医師 わかりやすく丁寧に説明 

    話をよく聞く 

    質問や相談しやすい 

    診断時間の適切さ 

    庫裏についての説明 

    検査についての説明 

  職員 看護師の言葉づかい、応対 

    検査技師の言葉づかい、応対 

    放射線技師の言葉づかい、応対 

    リハビリスタッフの言葉づかい、応対 

    受付職員の言葉づかい、応対 

    救急外来受診時の言葉づかい、応対 

待ち時間 診察前 

  診察後 

  検査まで 

施設環境 病院内の清潔度 

  病院内の雰囲気 

  プライバシーの配慮 

  トイレの清潔度 

その他 総合評価 

  また利用したいか 

 
HPは見たか 

 レビュー 
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第3節 医療 IT の導入 
前節では、日本医療機能評価機構と連携することで、医療機関を評価、格付けするサイトを設

立することで診療報酬制度を検討する上での指標になると提言した。IT の導入によって、各医

療関係者がメリットを享受するために、以下の施策を行い、業務の非効率を解消すると共に、

患者情報の一元化や情報連携の促進を図っていく。具体的には、電子化未整備分野のオンライ

ン化と社会保障カードの導入の 2 点である。 

 

第 1 項 電子化未整備分野のオンライン化 
 
1. レセプトオンライン化 

現在、レセプト審査は、レセプトコンピューター（レセコン）を使用している医療機関では印

刷したレセプト用紙を、レセコンのない医療機関では手書きの用紙を提出して行われている。

レセプトは 1 カ月単位に 1 患者の診療請求内容を入院・外来、医療保険別に分けて A4 サイズ

の規定フォーマットに取りまとめたもので、診療内容によってはレセプト 1 件で数十枚に及ぶ

こともある。2007 年時、全国に約 9 千施設ある病院、約 10 万施設ある診療所、約 6 万施設あ

る歯科診療所、および約 5 万施設ある調剤薬局で毎月末締めにて作成されるレセプトは約 1 億

2 千万件にも及んでいた。 

こういった状況をより効率化するために、このような用紙による提出をすべてやめて、平成

23 年度当初から医療機関等においてレセプト原則オンライン化が施行されたが、患者の年齢な

どの理由により、オンライン請求が困難である医療機関等に配慮して、昨年１１月に請求省令

を改正し、オンライン請求義務化の例外措置等が定められた。その結果、医療保険者にとって

は、紙とオンライン請求対応の両処理を行わざるを得なくなっている。こうした非効率な状況

を解消するために、早期にすべての診療機関がレセプトオンライン化に対応すべきである。レ

セプトオンライン化が進めば、医療保険事務の人的労力・経費の削減ができ、業務の効率化が

可能になる。さらには、診療報酬改定への迅速・正確な政策議論が可能になること、各地域の

患者・疾患の実態把握、生活習慣病の発症や重症化の防止や保健指導、それらの予防医学等を

推進し、国民医療を適正化することなどに役立つことなど、患者、病院両者にさまざまなメ

リットが期待できる。併せて、電子カルテシステムと併用することによってデータの活用範囲

が一層拡大できるため、自院の中長期的な事業展開や地域連携のスタイル、また設備・機器の

投資計画等を鑑みて、電子カルテシステムの導入も検討してはどうか。併用導入した場合のメ

リットとしては、以下が挙げられ、これらによっても業務効率化、正当な医療の提供に役立つ

と思われる。 

 

① 紙カルテのオーダー記載部分の転記が不要 

② 会計処理との連動により受診の流れが円滑になる 

③ 画像データ等を活用したインフォームドコンセントの充実 

④ 診療データの活用促進 

⑤ 予約システムの導入による待ち時間短縮効果などが考えられる。 

 

2. レセプト記載要領の見直し 

さらに、請求の根拠となった診療内容等を明確にし、医療保険者の視点から疾病傾向等の分析

を容易に行えるよう、レセプト記載要領の見直しを行うべきである。 

まず一つは未コード化傷病名の解消（傷病名コードの統一）で、これは傷病名の統一化を図る

ことで、医療保険者が傷病ごとの全体集計を行うことができるようにするのが狙いである。現

在、厚生労働省で示されている全国統一の傷病名コードを使用してないレセプトは、全件のう

ち約１割存在する。 
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二つ目は、レセプトの主傷病名の確定と傷病名と診療行為のリンク付けである。現在のレセプ

トには、複数の傷病名が記載されていることから医療費の構造の傾向が把握しづらい。これが

できるようにするために、主傷病名が分かるように改めるべきである。併せて、患者が適切な

医療を享受する環境づくりのためにも、診療日ごとに傷病名に対する治療内容が分かるように

するべきである。これにより、病院による無駄な医療行為の引き伸ばしや、不適切な医療の提

供は未然に防ぐことができる。 

 

3. 電子データの活用 

最後に、電子情報に対応した診療報酬コード体系の合理化を促進したい。現在の診療報酬コー

ド体系は、乳幼児加算等について、新たなコードが付番されるなど複雑な仕組みとなってい

る。これは、コード体系を合理化し、電子データを有効活用できるようにするべきである。 

このレセプトオンライン化に関連して、電子化未整備分野のペーパーレス化の早期実現も、実

行していきたい。現在医療保険分野の IT 化が進みつつあるが、紙による申請、電子化の未整

備により医療保険者の事務負担の軽減がなされていないものがある。また、医療保険者として

重複した作業を強いられている状況もあり、IT 化による保険者の事務の効率化を図る観点か 

ら、医療保険者・国における事務効率化を進めていきたい。厚生労働省ではすでに「レセプ

ト・特定健診等情報データベース」で、レセプト等の情報を保持しているので、これを利用し

て医療保険者が改めて報告（医療給付実態調査）をする必要がないよう、医療保険者および行

政機関の事務効率化を図るべきである。 

日常業務やその他の診療所運営に加えて、これらのオンライン業務ないし新たなオンライン請

求のためのセキュリティ管理業務は、病院にとって非常に大きな負担となることが予想でき

る。そのため、十分なセキュリティ体制を構築し、システム運用のための外部サポート（シス

テム管理業者との委託契約締結や関連業務項目追加等）も含めて検討するなど、早期の準備が

必要である。 

 
第 3 項 社会保障カードの導入 
社会保障カードとは、国民の利便性の視点に立って、医療・年金・介護等の社会保障を包括し

た被保険者証とし、一元的に管理できるものである。具体的方策として、本人、医療保険者、

医療機関等の間でスムーズな情報連携を行えるよう、国民に対して、一人一枚の IC カードを

配布する。カードには、なりすまし等を防止し、本人認証が確実に行えるよう、公開鍵情報の

み収録し、オンラインネットワークを通じ、政府の「中継データベース」を介して、関係者の

データベースに自動アクセスできる仕組みを構築すべきと考える。社会保障カードが、(1)情報

アクセスの基盤、(2)情報連携の基盤としての役割を果たすことにより、例えば、次のようなこ

とが可能となる。 

 

① 年金記録やレセプト情報等、自分の情報を確認・活用できる 

② 正しい情報へ修正、手続き漏れや虚偽報告の抑止ができる（未加入・二重加入の防止） 

③ 様々なお知らせのコストが削減できる（年金定期便、各種通知等） 

④ 医療機関等において資格確認等が迅速かつ正確に行える 

⑤ 国民と医療保険者間において、簡便な手続きで受給が確実に行える 

 

これらとともに、もちろん業務効率化も期待できる。また、カード化に当たっては、国民一人

ひとりに一生不変となる、一意の番号制度（社会保障番号）の導入は不可欠である。この番号

制度の導入により、国民は、自らが属する医療保険者が代わったとしても、新たな医療保険者

に情報が自動的に引き継がれることで、継続的な健康管理を受ける情報環境が整う。 

加えて、社会保障カードの導入と共に、情報の相互受信が可能な地上デジタル放送技術やオン

ラインネットワークを使い、個人がいつでも一元的に情報を得られる仕組みを導入すべきであ
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る。具体的に、まずは、健康情報、レセプト情報、介護情報、年金情報を保持している各保険

者の情報を活用すべきと考える。情報の閲覧については、政府の「中継データベース」に、各

保険者が保持している必要最小限度の情報が自動的に更新できる仕組み（例―電子私書箱プ

ラットフォーム）を作り、個人は、社会保障カードを利用して、地上デジタル放送等でこれら

の情報が得られる仕組みとすべきである。 

こういった施策を行うことによって、医療保険運営コストの一層の縮減・効率化、国民が必要

とする医療情報等を簡単に得られやすくするといった効果が期待できる。 

 

この章で、医療情報サイトによる病院評価システムの導入、電子化未整備部分のオンライン

化、社会保障カード導入の 3 点を施策として行うことで医療のプラットフォームを構築するこ

とを政策提言として提案した。これらの施策が行われることで、業務効率化や国民への情報開

示の拡充、医療関係者間の情報連携が期待され、国民本位の医療サービスの提供及び診療報酬

制度の改定への迅速かつ正確な政策議論がなされるだろう。 
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