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2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現

【健康寿命延伸プラン】
⇒2040年までに、健康寿命を男女ともに
３年以上延伸し、75歳以上に

〇 ①健康無関心層へのアプローチの強化、

②地域・保険者間の格差の解消により、

以下の3分野を中心に、取組を推進

・次世代を含めたすべての人の健やかな

生活習慣形成等

・疾病予防・重症化予防

・介護予防・フレイル対策、認知症予防

【雇用・年金制度改革等】
○ 70歳までの就業機会の確保

○ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を
更に広げるための支援
（厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン）

○ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進

○ 地域共生・地域の支え合い

○人生１００年時代に向けた年金制度改革

【医療・福祉サービス改革プラン】

⇒2040年時点で、単位時間当たりのサービス
提供を５％（医師は７％）以上改善

〇 以下の４つのアプローチにより、取組を推進

・ロボット・AI・ICT等の実用化推進、

データヘルス改革
・タスクシフティングを担う人材の育成、

シニア人材の活用推進

・組織マネジメント改革

・経営の大規模化・協働化

給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

≪引き続き取り組む政策課題≫

≪現役世代の人口の急減という新たな局面に対応した政策課題≫

2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す。

多様な就労・社会参加 健康寿命の延伸 医療・福祉サービス改革

● 2040年を展望すると、高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代（担い手）が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

● 今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上
④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

● また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬にもウイングを拡げ､関連する政策
領域との連携の中で新たな展開を図っていく。

令和元年５月２９日 厚生労働省
２０４０年を展望した社会保障・働き方改革本部とりまとめ
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健康・医療・介護分野を有機的に連結した
ICTインフラの整備を目指す（データヘルス改革）

データヘルス改革の意義について

これまで、健康・医療・介護分野のデータが分散し、相互につながっていないために、
必ずしも現場や産官学の力を引き出したり、患者・国民がメリットを実感できる形と
はなっていなかった。

健康・医療・介護分野のデータの有機的連結や、
ICT等の技術革新の利活用の推進を目指す

（データヘルス改革）

国民・患者

研究者
産業界
行政

現場
保険者

 現状、がんの原因遺伝子がわからない場
合や、原因遺伝子がわかっても対応する
医薬品が存在しない場合も･･･

原因遺伝子等の解明が進み、それ
に基づいて新たな診断・治療法が
開発・提供される可能性

 現状、健診結果や医療情報を本人が有効
活用できるようになっていない場合も･･･

自身の情報をスマホ等で簡単に確
認し、健康づくりや医療従事者と
のコミュニケーションに活用

 現状、カルテ入力が医療従事者の負担
になっている場合も･･･

AIを活用し、診察時の会話から
カルテを自動作成、医師、看護師
等の負担を軽減

 現状、保健医療・介護分野のデータ
ベースを研究に十分に活かせていない
場合も･･･

民間企業・研究者がビッグデータ
を研究やイノベーション創出に活
用

（具体例）

国民の健康寿命の更なる延伸

効果的・効率的な医療・介護サービスの提供
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データヘルス改革の取組に関する検討の経緯

H27年度

H28年度

H29年度

保健医療分野における
ICT活用推進懇談会

データヘルス時代の質の高い医療の
実現に向けた有識者検討会

がんゲノム医療推進
コンソーシアム懇談会

保健医療分野における
AI活用推進懇談会

報告書<H28.10.19>

報告書<H29.1.12>

報告書<H29.6.27>

＜H27.11.19～＞

＜H28.4.25～＞

ICT利活用、ビッグデータ活用（支払基金改革） がんゲノム AI

＜H29.1.12～＞＜H29.3.27～＞

我が国の保健医療分野でのICT活用の

推進に向け、データを「つくる」、「つなげ
る」、「ひらく」の観点で、患者・国民本位
のオープンなICTインフラの整備を提言 ICTを最大限活用した①審査支払機関の業務

効率化・高度化、審査基準の統一化、②ビッグ
データ活用による保険者機能の強化等を提言

AI開発を進めるべき重点６領域
を定め、AI開発を促進する基盤
整備とAIの質や安全性を確保す
るためのルール整備などを提言

がんとの闘いに終止符を打つため、質の
高いがんゲノム医療提供体制（がんゲノ
ム医療推進コンソーシアム）の構築、がん
の免疫療法等の革新的治療法や診断技
術等の開発などを提言

＜H29.7.4＞

報告書<H29.6.27>
●第1回（H29.1.12)

●第3回（H30.1.19)   平成30年度予算案等●第2回（H29.7.28) 上記計画の報告

H30年度 ●第4回（H30.7.30) データヘルス改革で実現するサービスと工程表の公表

・データヘルス改革として、2020年度に実現を目指す具体的な８つのサービスを公表

国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画
支払基金業務効率化・高度化計画

データヘルス改革推進本部（H29.1.12～）

R元年度

●第5回（H31.2.26) 関連法案、平成31年度予算案、第4回からの進捗

●第6回（R元.9.9) 「今後のデータヘルス改革の進め方について」
・2021年度以降に実現を目指す未来と2025年度までの工程表を公表

※厚生労働大臣伺い定めにより設置（H29.1.10）
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医務技監 【副本部長 兼 事務局長】

データヘルス・
審査支払機関改革
アドバイザリー
グループ

①ゲノム医療推進
②人工知能（AI）活用推進
③パーソナル・ヘルス・レコード推進
④医療・介護現場での情報利活用推進
⑤公的データベースの連結解析推進
⑥カルテデータ等データベースの利活用推進
⑦審査支払機関改革
⑧横断的課題検討

【本部員】

本部体制

事務局体制

厚生労働事務次官 【本部長代行】

医政局長

健康局長

医薬・生活衛生局長

労働基準局安全衛生部長

子ども家庭局長

社会・援護局長

社会・援護局障害保健福祉部長

老健局長

保険局長

政策統括官（総合政策担当）

政策統括官（統計・情報政策、
政策評価担当）

サイバーセキュリティ・情報化審議官

赤塚俊昭 （元デンソー健康保険組合常務理事）
小野崎 耕平 （特定非営利活動法人日本医療政策機構理事）

◎葛西 重雄 （独立行政法人情報処理推進機構ＣＩＯ補佐官、
株式会社トリエス代表取締役）

川上 浩司 （京都大学大学院医学研究科教授）
高倉 弘喜 （国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授）
田宮 菜奈子 （筑波大学医学医療系教授）
松尾豊 （東京大学大学院工学系研究科教授）
宮田裕章 （慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教授）
宮野 悟 （東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長）

審議官（危機管理、科学技術・イノベーション、
がん対策、国立高度専門医療研究セ
ンター担当）

審議官（医政、医薬品等産業振興、
精神保健医療、災害対策担当）

審議官（健康、生活衛生、
アルコール健康障害対策担当）

審議官（医薬担当）

内閣官房内閣審議官（子ども家庭局併任）

審議官（老健、障害保健福祉担当）

審議官（医療保険担当）

審議官（医療介護連携、データヘルス改革担当）

厚生労働大臣【本部長】
改革の実施
に向けた
助言・指導

厚生労働省顧問【本部顧問】
松本純夫独立行政法人国立病院機構

東京医療センター名誉院長

プロジェクトチーム
（担当審議官＋関係課室長）

幹事会（各プロジェクトチームの
主幹事・幹事で構成）

医務技監【副本部長兼事務局長】

審議官 （医療介護連携、データヘ
ルス改革担当） 【事務局長代理】

政策統括官 （統計・情報政策、政
策評価担当） 【事務局長代行】

データヘルス改革推進本部の実施体制について
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 閣議決定や与党提言等を踏まえて、2021年度以降に実現を目指す未来と2025年度までの計画・工程表を策定。
 データヘルス改革で実現を目指す未来に向け、「国民、患者、利用者」目線に立って取組を加速化。
 個人情報保護やセキュリティ対策の徹底、費用対効果の視点も踏まえる。

ゲノム医療・AI活用の推進
 全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因究明、

新たな診断・治療法等の開発、個人に最適化され
た患者本位の医療の提供

 AIを用いた保健医療サービスの高度化・現場の負
担軽減

医療・介護現場の情報利活用の推進
 医療・介護現場において、患者等の過去の医

療等情報を適切に確認
 より質の高いサービス提供が可能に

自身のデータを日常生活改善等につなげるPHR
の推進
 国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧
 自らの健康管理や予防等に容易に役立てるこ

とが可能に

データベースの効果的な利活用の推進
 保健医療に関するビッグデータの利活用
 民間企業・研究者による研究の活性化、患者

の状態に応じた治療の提供等、幅広い主体が
メリットを享受

今後のデータヘルス改革の進め方について（計画）
～新たなデータヘルス改革が目指す未来～

• 全ゲノム解析等によるがん・難病の原因究明や
診断・治療法開発に向けた実行計画の策定

• AI利活用の先行事例の着実な開発・実装

• 保健医療情報を全国の医療機関等で確認で
きる仕組みの推進と、運用主体や費用負担の
在り方等について検討

• 電子カルテの標準化推進と標準規格の基本的
な在り方の検討

• 自らの健診・検診情報を利活用するための環
境整備

• PHR推進のための包括的な検討

• NDB・介護DB・DPCデータベースの連結精
度向上と、連結解析対象データベースの拡充

• 個人単位化される被保険者番号を活用した
医療等分野の情報連結の仕組みの検討

※パネル検査は、がんとの
関連が明らかな数百の遺伝
子を解析

薬剤情報

健診情報

診療情報

データベース

【取組の加速化】 【取組の加速化】

【取組の加速化】【取組の加速化】

第６回テータヘルス改革推進本部資料
（令和元年９月９日）より作成
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保健医療記録共有
全国的な保健医療記録共有サービスの運用により、
複数の医療機関等の間で患者情報等を共有

救急時医療情報共有
医療的ケア児等の救急時の医療情報共有により、搬
送先医療機関で適切な医療が受けられる体制の整備

PHR・健康スコアリング
自社の従業員等の健康状態や医療費等が「見える
化」され、企業・保険者の予防・健康作りに活用

データヘルス分析
NDB、介護DB等の連結解析と幅広い主体による公
益目的での分析

乳幼児期・学童期の健康情報
乳幼児健診等の電子化情報の市町村間引き継ぎとマ
イナポータルによる本人への提供

科学的介護データ提供
科学的に効果が裏付けられた介護を実現するため、
分析に必要なデータを収集するデータベースの構築

がんゲノム
がんゲノム医療提供体制の整備と、パネル検査に基
づく適切な治療等の提供やがんゲノム情報の集約

AI
重点６領域を中心としたAI開発基盤の整備と、AI
の社会実装に向けた取組

2020年度の提供を目指してきた８つのサービス 2021年度以降に目指す未来

※ データヘルス改革の基盤となる被保険者番号の個人単位化や、オ
ンライン資格確認システムの導入についても、これまでの工程表に
則って着実に進める。

※ 審査支払機関改革については、「支払基金業務効率化・高度化計
画 工程表」等に則って着実に進める。

 2020年度までに、データヘルス改革の基盤を構築した上で、８つのサービス提供を目指している。
 その先、2021年度以降に目指すべき未来に向けて、取組を進める。

データヘルス改革の８つのサービスとその先の未来

ゲノム医療・AI活用の推進
 全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因究明、新た

な診断・治療法等の開発、個人に最適化された患者本位
の医療の提供

 AIを用いた保健医療サービスの高度化・現場の負担軽減

医療・介護現場の情報利活用の推進
 医療・介護現場において、患者等の過去の医療等情報を

適切に確認
 より質の高いサービス提供が可能に

自身のデータを日常生活改善等につなげるPHRの推進
 国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧
 自らの健康管理や予防等に容易に役立てることが可能に

データベースの効果的な利活用の推進
 保健医療に関するビッグデータの利活用
 民間企業・研究者による研究の活性化、患者の状態に応

じた治療の提供等、幅広い主体がメリットを享受
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ゲノム・AI
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がんゲノム検査
の種類

単一遺伝子検査
（コンパニオン診断）

遺伝子パネル検査 全ゲノム検査

対象 • がんに関連する１つの遺伝子 • がんに関連する複数の遺伝子（100～
500箇）

• 200万塩基対

• 全てのゲノム領域（全ての遺伝子（約
25,000箇）と全ての遺伝子以外の領域）

• ３０億塩基対

治療との関連 • 対応する治療薬が確立している遺伝子
• 対応している薬物療法が確立していない

遺伝子も含む
• 機能がわかっていない領域が大半を占め

る

治療薬との関係性
• 臨床的有用性は確立
• 遺伝子変異に対応する治療薬あり

• 臨床応用できるレベルに到達しており、
遺伝子変異に対応する治療薬も一部あり
（多くは保険適用外・未承認薬）

• 既知の部分（コンパニオン診断やパネル
検査）以外は研究中

臨床現場での活用
• 既に保険適用
• 各医療機関、衛生検査所で実施可

• 今年６月から保険適用
• がんゲノム医療中核病院等に限定

• 研究として実施

患者へのメリット

• 個々の患者にゲノム変異に基づき医薬品
を投与

• 肺がんにおける、イレッサの事例（無効
例への投与を回避し、奏効率が向上）

• 個々の患者におけるゲノム変異情報に着
目した医薬品の使用が期待される(臨床試
験や医師主導治験等)

• ただし、現時点では、パネル検査により、
治験等の新たな治療が受けられる患者の
割合は10～20％程度

• ゲノムデータ等を集約・管理・利活用す
るプラットフォームを活用して、新たな
医薬品や治療法の開発を実現

• 全ゲノム解析により、未解明な領域が探
索できる

• がんの原因究明やそれに基づく新たな診
断･治療法の開発等を期待

• がんをはじめ、難病や希少疾患等の診断
や治療方法の開発にもつながる可能性

がんゲノム医療を推進するメリット

 より効果的・効率的な診断や治療が可能となる、個々人の体質や病状に最適化された 「がんゲノム医療」を広く国
民に届けることで、がんの５年生存率の改善を目指す。

 ゲノムデータ等を集約・管理・利活用するプラットフォームを活用して、ゲノム解析に基づき、治療標的となる遺
伝子変異を効率的に解析し、原因となる「がん遺伝子変異」に応じた、新たな医薬品や治療法の開発を実現。

 全ゲノム解析は、パネル検査等と比べ、その機能や疾患との関わりがほとんど解明されていない領域を探索できる
ため、がんの原因究明やそれに基づく新たな診断･治療法の開発等が期待される。

全ゲノム
（約30億塩基）

コンパニオン
（１遺伝子）

パネル
（100～500
遺伝子）

遺伝子

遺伝子以外の領域
(大部分は機能未知）
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がんゲノムサービス

【このサービスで目指すこと】
○ビッグデータやAIを活用したがんゲノム医療等を推進し、個人に最適化された患者本位のがん医療の実現を目指す。
○ゲノム情報や臨床情報を収集し分析することで、革新的医薬品などの開発を推進し、がんの克服を目指す。

【2020年度に実現できること】
○がんゲノム医療提供体制を整備・拡充し、がんゲノム医療を広く国民・患者に届ける。（目標：自らパネル検査の
結果を解釈できるなどの機能を持つがんゲノム医療拠点病院（仮称）を新設し、すべての都道府県に設置する）

○パネル検査により、ゲノム情報に基づく適切な治療や治験等を提供する。合わせて全ゲノム検査や全エクソーム検査
の研究開発を促進し、実用化を目指す。

○がんゲノム情報管理センターを本格始動することにより、がんゲノム情報を集約し、新たな抗がん剤の開発等に
利活用する。
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①日本において既に承認された薬剤
がある遺伝子変異

③原因となる遺伝子変異は判明
しているが、対応する薬剤候
補すら存在しない遺伝子変異

④原因となる遺伝子変異が全く未知

②日本では未承認だが海外で承認
された薬剤がある、または、日
本で他のがん種において承認さ
れた薬剤がある遺伝子変異

パネル検査により
原因遺伝子が判明

全ゲノム解析等によりがんの原
因遺伝子の解明を進める。がん
との関係が判明した遺伝子変異
はパネル検査の対象に。

医薬品の有効性・安全性を治験等で検証。
可能なものは「条件付き早期承認制度」を
活用し、早期承認・保険適用に向けて検討。

遺伝子変異と臨床情報を統合した解析等
に基づき、創薬ターゲットを明らかにし、
新薬開発を推進。

※がんの種類により、それぞれの割合は大きく異なる。
例えば、最も原因となる遺伝子変異の解明が進んでいる肺がんの場合、

①の割合はおよそ50％、②の割合はおよそ20％、③④の割合は不明（③と④の合計でおよそ30％）

肺がんの薬剤「イレッサ」の例

手術不能な肺がん全体 奏効率27.5%

EGFRという遺伝子に変異がある肺がん
奏効率76.4％

※ゲノム情報に基づく診断と治療法を組
み合わせることで、患者に適切な医薬
品の投与を行うことが可能に。

全ゲノム解析の推進により期待できること（イメージ）

ある「がん種」の原因となる遺伝子変異（※）

 全ゲノム解析等により、原因となる遺伝子変異が未知のがんについて、原因遺伝子の解明を進め、それに基づく新
たな診断、治療法の開発等につながる可能性

全ゲノム解析等により③＋②＋①の
割合を大きくすることが期待
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ゲノム医療の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

がんに係る全ゲノム検査等のエビデンスの集積の推進、医薬品の治験・先進医療等の推進

C-CATにおけるがんゲノム情報等の収集・分析、革新的治療法等の開発推進

パネル検査の保険適用の拡大に向けた検討

がんゲノム医療提供体制の整備
がんゲノム医療提供体制の整備
がんゲノム情報管理センター（C-CAT）の本格稼働

10万人の全ゲノム検査を実施し今後100万人の
検査を目指す英国等を参考にしつつ、これまで
の取組・課題を整理した上で、数値目標や人材
育成・体制整備を含めた具体的な実行計画の策
定（2019年中目途）

実行計画に沿って着実に実施

パネル検査の
保険収載(6月)

取
組
の
加
速
化

現
在
の
取
組
の
着
実
な
推
進

目指す未来
全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因
究明、新たな診断・治療法等の開発、個人に
最適化された患者本位の医療の提供
＜国民、現場等へのメリット＞
 全国どこでも安心して、個人に最適化された患者

本位のがんゲノム医療が受けられる（国民）
 これまで診断が困難であった希少疾患の原因遺伝

子が同定され、早期診断につながる（国民）
 集積されたゲノム情報等の利活用により、新たな

診断方法や革新的治療方法の開発（国民・医療従
事者・企業） 【現在の取組の着実な推進】

がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議の継続開催、パ
ネル検査を用いたがんゲノム医療提供体制の拡大、がんゲノ
ム情報管理センター（C-CAT）のデータ集積等

難病の早期診断実現に向けた遺伝学的検査の実施体制整備や
全ゲノム情報等を活用した治療法開発の推進

【取組の加速化】
質の高い全ゲノム情報と臨床情報を国内のがんゲノム情報管

理センターに集積し、分析・活用できる体制の整備
 10万人の全ゲノム検査を実施し今後100万人の検査を目指す

英国等を参考にしつつ、これまでの取組・課題を整理した上
で、数値目標や人材育成・体制整備を含めた具体的な実行計
画の策定

国民が、ゲノム・遺伝子情報により不利益を被ることがない
社会を作るため必要な施策を推進

※パネル検査は、がんとの関連が明ら
かな数百の遺伝子を解析

パネル検査 全ゲノム検査

難病等の早期診断実現に向けた遺伝学的検査の実施体制整備やゲノム情報等を活用した治療法開発の推進

がんゲノム医療推進コンソーシアム運営会議の継続開催

【今後のスケジュール】
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保健医療分野におけるAI活用によって期待されること

 健康・医療・介護領域におけるAI開発と現場でのAI利活用を推進することにより、全国どこでも安
心して、最先端・最適な医療やより質の高い介護を受けられる環境の整備を行うとともに、患者の
治療等に専念できるよう、医療・介護従事者の負担軽減、新たな診断方法や治療方法の創出を図る。

• 全国どこでも安心して、
最先端・最適な医療を
受けられる

• 医療従事者の負担が軽減
され、より患者の治療等
に専念できる

• 新たな診断方法や治療方
法が創出される

取組内容 ねらい 日常生活・医療現場等のメリット

• 病理医が少ない地域でも、適切な
病理診断を可能とする

• AIによって病変が疑われる箇所を
自動検出することにより、検査時
間の短縮・病変の確実な検出

• 新薬創出の成功率の向上、新薬開
発コストの削減

• 医師のカルテ入力の負担軽減

• 医療事故の再発防止や事前予測の
促進

• 医師の判断に有益な情報が得られ、
手術治療の効果向上・リスク低減

• 統合されたデータを遠隔地からモ
ニタリングすることにより、遠隔
手術技術を確立

• 病理学会を中心とした、AIを利用し
た診断ネットワークの実証研究

• 医薬品開発において、創薬標的の
探索や、医薬品の候補となる新規
化合物の毒性予測等、各段階で活
用可能なAIの開発を推進

• 診察時に患者に話した内容が、専
門用語に変換され、要約されて、
自動的にカルテが作成される技術
の開発

• 医療現場からのインシデントレポー
ト分析におけるAI活用

• 手術室内で生体情報（血圧や脈
拍）や医療機器情報（CT・MRIや
電気メス、麻酔器などのデータ）
を統合し、医師の意思決定をサ
ポート（スマート治療室）

• 内視鏡検査での病変自動検出技術の
開発（ディープ・ラーニング技術の
活用）

画像等の重点6領域に加え、
新たな分野でも取組開始
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病理画像
診断名

日本 アメリカ

病理専門医数 2,404 18,000

全医師に占める割合 0.76% 3.14%

アメリカとの比
(対人口10万人)

32.1 100

医師数：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」 2015年12月
日本：日本病理学会2016年8月末現在データ
アメリカ：Pathologist Workforce in the US, Arch Pathol Lab Med, 2015

＜病理医の日米比較＞
• 病理医の負担軽減
• 迅速かつ適切な診断支援

懇談会を踏まえた対応（例：画像診断支援）

医療現場への
フィードバック

等が期待される。

（病理診断の例）

内視鏡、放射線、
眼科についても同様
に実施中

（外部委託業者にて保存）

日本病理学会
データベース

AIを
用いた
解析

AI診断支援
システム開発

32病院
（平成30年2月時点）

8万枚
（平成30年2月時点）

AMED補助金にて実施

・ 平成28年度補正予算：約4.9億円
・ 平成29年度調整費：約2.6億円

病理学会が
企業等の協力のもと開発
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介護・認知症領域に
おけるAI開発

インクルージョ
ン技術

診断・治療支援領域におけるAI開発

健康・医療 介護・福祉

画像診断支援領域に
おけるAI開発

手術支援領域に
おけるAI開発

医薬品開発領域におけるAI開発

ゲノム医療/オミックス解析におけるAI開発

診断 治療 ケア予防

問診等

放射線治療等

基
盤

見守り IoT

介助

コミュニケーション
支援等

医
療
技
術
・
支
援
技
術

（
医
療
機
器
を
含
む
）

支
援
計
画
策
定

検体検査等

予防領域にお
けるAI開発

モニタリング
IoT

医療安全

患者の利便性向上／医療従事者支援／保険者支援／審査支払における効率化や専門的審査の支援

在宅医療／遠隔診療

健康・医療・介護・福祉分野における情報基盤整備

発症予測

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

保健指導

PHR

人工知能開発基盤自動アノテーション クラウドサービス・情報セキュリティ監視

創薬ターゲット探索 化合物探索 化合物最適化 前臨床試験 臨床試験 申請・承認・販売

全ゲノム／オミックス解析 知識データベース

健康生活
支援/健康
維持サービス

治
療
計
画
策
定

健康・医療・介護・福祉分野においてAIの開発・利活用が期待できる領域
第８回保健医療分野

AI開発加速コンソーシアム
資料４
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AI（人工知能）活用の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

取
組
の
加
速
化

現
在
の
取
組
の

着
実
な
推
進

目指す未来
AIを用いた保健医療サービスの高度
化・現場の負担軽減

＜国民、現場等へのメリット＞
 全国どこでも安心して、最先端・最適な医療や

より質の高い介護を受けられる（例：画像診断
支援AIによる効率的で確実な検出）（国民、医
療・介護従事者）

 新たな診断方法や治療方法の創出（例：枯渇し
ている創薬ターゲットの候補をAIで探索）（国
民、医療従事者、民間企業）

 患者の治療等に専念できるよう、医療・介護従
事者の負担軽減（例：膨大な論文をAIで解析し、
医療従事者の負担軽減）（医療・介護従事者）

【現在の取組の着実な推進】
重点６領域（※）を中心に研究開発を支援（教師付画像デー

タの作成効率の向上、医療機器メーカーと共同したAI開発
等）

保健医療分野AI開発加速コンソーシアムにおける議論

【取組の加速化】
 AI活用の先行事例について、着実な開発と社会実装
重点６領域（※）を中心としたAIの開発・利活用が期待され

る分野の精査
領域横断的な課題（電子カルテの標準化、人材育成等）への

取組
医療関係職種へのAI教育、国際展開などの取組推進

【今後のスケジュール】

重点６領域を中心とした研究開発支援（教師付画像データの作成効率の向上、医療機器メーカー等と共同したAI開発の継続、持続可能な仕組みの構築に向けた検討）

ＡＩ戦略策定 医療従事者の負担軽減など社会実装に向けた開発促進ＡＩ戦略に基づく医療関係職種へのAI教育、国際展開等の取組

AI開発加速コンソーシアムにおける議論の整理を踏まえた取組の推進

保健医療分野AI開発加速コンソーシアムにおける議論

重点６領域を中心としたAIの開発・利活用が期待される分野の精査

領域横断的な課題（電子カルテの標準化、人材育成等）への取組

6月
議論の整理

（※）重点6領域：ゲノム医療、画像診断支援、診断・治療支援、
医薬品開発、介護・認知症、手術支援

AI１回の内視鏡検査で
数千～万の画像が発生

・注意すべき画像を抽出
・疾患候補名も表示

→医師の診断支援
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パーソナル・ヘルス・レコード
（PHR)
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ＰＨＲとして活用する健康等情報の種別や、その電子化・管理・保存の方向性の整理

本人の健康等情報

個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康・医療等情報を、電子記録として、本人や
家族が正確に把握するための仕組み

・特定健診 ・歯周疾患検診

・後期高齢者健診 ・がん検診

・乳幼児健診 ・肝炎ウイルス検診

・妊婦健診 ・学校健診

・骨粗鬆症検診 ・事業主健診

等

・身長、体重 ・食習慣/飲酒

・血圧、脈拍 ・喫煙

・運動習慣（歩数等）・睡眠時間

等

・予防接種履歴

・薬剤情報

・医療等情報

等

①本人の日常生活習慣の改善等の行動変容や健康増進につながる

②健診結果等のデータを簡単に医療従事者に提供できることにより、医療従事者

との円滑なコミュニケーションが可能となる

想定される効果

※日本においては厳密な定義はされていない

PHRになじまない情報等

各健診・検診情報 個人の健康情報 健康に関連する医療等情報

情報を活用して、自身の健康状況を正確に把握

パーソナル・ヘルス・レコード（PHR）とは

※健康等情報ではないが、PHRと合わせ
て提供することが効果的と考えられる情
報についても検討
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乳幼児健診 学校健診

予防接種歴 骨粗しょう症検診、歯周疾患検診

日常生活におけるメリット

過去の健診結果等も含め、データを簡単に確認でき
ることで、個人の日常生活習慣の改善等の行動変容
や健康増進につながる。

災害等により、母子健康手帳や紙による健診結果等
を紛失した際にもデータへのアクセスが可能になる。

過去の予防接種歴を簡単に確認できるとともに、接
種時期を知ることができる。

医療現場等におけるメリット

健診結果等のデータを簡単に医療従事者に提供でき
ることにより、医療従事者との円滑なコミュニケー
ションが可能となる。

重複投薬の削減等が期待できる。

自分の健康データを携帯・タブレット等
の端末で電子的に閲覧

就学前

出生

就学期 子育て・就労・退職期

妊婦健診

6歳 18歳 40歳 75歳

特定健診

がん検診

事業主健診

医療・介護・薬剤情報等

【各ライフステージにおける健康関連情報】

肝炎ウイルス検診

 特定健診、乳幼児健診等のデータは2020年度から、薬剤情報は2021年度から、マイナポータルを活
用して本人への提供開始を目指す。

 これに加え、PHRの推進に向けて在り方や課題の包括的な検討を行い、必要な健康・医療等情報を電
子的記録として本人に提供する仕組みの構築を目指す。

PHRの推進によって得られるメリット

骨粗しょう症検診、歯周疾患検診

がん検診

肝炎ウイルス検診

後期高齢者健診
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保険者

個人単位被保番

支払基金・国保中央会（国保連）

特定健診データ

特定健診データ

医療費・薬剤情報

マイナポータル
！

PHRｻｰﾋﾞｽ

保険医療機関等本人
特定健診データ

薬剤情報

個人単位被保番と特定健診データ、

薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診データ 医療費・薬剤情報

【導入により何が変わるのか】

○ 患者本人や医療機関等において、特定健診データや薬剤情報等の経年データの閲覧が可能。

⇒ 加入者の予防・健康づくりや重複投薬の削減等が期待できる。

※オンライン資格確認等の導入に当たっては、クラウドを活用することにより運営コストを縮減

マイナンバーカード

特定健診データ、医療費・薬剤情報等の照会・提供サービスのイメージ

保険証
○ 問診票の記載等の際、本人同意の下、医療機関・薬局が本人に代わって（本人か

ら委任を受けて）薬剤情報を支払基金・国保中央会に照会し、支払基金・国保中央

会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する、という提供の考え方。

※ 保険者は本人からの照会への回答の事務を支払基金・国保中央会に委託。支払基

金・国保中央会はレセプト情報から薬剤情報を抽出。
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乳幼児期・学童期の健康情報サービス

【このサービスで目指すこと】

○ 子ども時代に受ける健診、予防接種等の個人の
健康情報歴を一元的に確認できる仕組みの構築

○ 個人情報に配慮しつつ関係機関間での適切な健
診情報の引き継ぎ

○ ビッグ・データとして活用

【 2020年度に実現できること】

○ 乳幼児健診の受診の有無等の電子化した情報に
ついて、転居時に市町村間で引き継がれる仕組
みを構築する。

○ マイナポータルを活用し、子ども時代に受ける
健診、妊婦健診、予防接種等の個人の健康情報
歴を一元的に確認できる仕組みを構築する。

妊娠 出産

母

子

妊
婦
健
診

１
歳
６
か
月
児

健
診

３
歳
児
健
診

３
～
４
か
月
児

健
診

乳児 幼児 学童

次回妊娠の適切な管理

女性の生涯にわたる健康管理

予防接種（定期接種）

学
校
健
診
等

子どもの健康を管理

乳幼児健診等の電子化対象範囲

転居や子どもの成長に応じて引き継ぎ

定期予防
接種情報

学校

市町村が保有する健康情報
※一部は医療機関からの報告に

より把握

就学時健診

妊婦健診
情報

学校健診

教育委員会

マイナポータルによる閲覧

転居
進学時に引き継ぐ

転居時に引き継ぐ

乳幼児健診情報

進学

電子化

Ａ市

Ｂ町

・受診の有無等
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自身のデータを日常生活改善等につなげるPHRの推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

取
組
の
加
速
化

現
在
の
取
組
の

着
実
な
推
進

目指す未来
 国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧
 自らの健康管理や予防等に容易に役立てる

ことが可能に

＜国民、現場等へのメリット＞
 自身の健康・医療等情報を簡単に確認できることで、健

康管理や予防等に役立てることができる。（国民）
 健診・医療等情報を簡単に医療従事者に提供でき、医療

従事者との円滑なコミュニケーションが可能となる。
（国民、医療従事者）

 重複投薬の削減等が期待できる。（国民、保険者）

【現在の取組の着実な推進】
予防接種履歴のマイナポータルで提供（稼働済み）
乳幼児健診情報、特定健診情報、薬剤情報等のマイナポータ

ルでの提供（稼働に向け準備中）

【取組の加速化】
自らの健診・検診情報の利活用を推進するため、電子化や相

互互換性のあるデータ形式の推進等について整理するととも
に、データ提供等に関する契約条項例等を提示

 PHRの在り方に関する基本的な方向性や課題について包括的
な検討

＜主な検討事項＞
• PHRの目的
• 提供すべき情報
• データの円滑な提供と適切な管理
• データの効果的な利活用（API連携等）

【今後のスケジュール】

マイナポータルでの提供開始
（ 20年度中：乳幼児健診等、21年3月：
特定健診等、21年10月：薬剤）

特定健診、薬剤、乳幼児健診等の健康情報のマイナポー
タルでの提供に向けて検討

・電子化や相互互換性のあるデータ形式を
推進し、本人の健診結果を継続的に活用
できる環境整備等の方向性について整理

・データ提供等に関する契約条項等の提示

工程表に沿った対応（システム改修等必要な対応を順次推進）

生涯にわたる健診・検診情報を標準化された形でデジタル
化・蓄積

PHRの在り方に関する基本的な方向性・課題の整理
と工程表の策定（2020年夏まで）

PHR制度や保健医療分野の個人情報保護法制に関す
る海外調査

＜自らの健診・検診情報を利活用するための環境整備＞

＜PHRの推進のための包括的な検討＞

※パーソナル・ヘルス・レコード（PHR）：個人の健康・医療等情報を、本人が電子的に把握する仕組み
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医療・介護現場での情報利活用
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全国どこでも安心して、過去
の診療記録等を参照して最適
な医療

入退院時の迅速な情報共有に
より、より質の高い医療・介
護サービス

医療的ケア児等本人・家族が
安心して外出できる

薬剤情報

外出時・旅行先

入退院時の
情報共有

医療・介護現場での情報利活用により得られるメリット

健康・医療・介護情報

薬剤情報

健診情報

診療情報

 医療・介護現場において、患者等の過去の医療等情報が適切に確認でき、より質の高い医療・介護
サービスの提供が可能となる。

重複投薬等の適正化
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救急医療情報共有サービス（医療的ケア児等医療情報共有システム）

【このサービスで目指すこと】
○医療的ケア児等の医療情報について、救急時に医療情報
を共有し、搬送先の医療機関において適切な医療が受けら
れる体制を整備する。将来的には、保健医療記録共有サー
ビスと一体的な運用を図る方向で更に検討を進める。

【2020年度に実現できること】
○医療的ケア児等の医療情報について、救急時に医療情報
を共有し、搬送先の医療機関において適切な医療が受けら

れる体制を整備する。

【事業イメージ】

平時 救急時

主治医
かかりつけ医

本人・家族
救急隊員

救急医
その他医師

クラウド

閲覧

閲覧

医療的ケア児等
本人の医療情報

（今後検討）

通所支援事業所や
学校等の関係者

医療情報の閲覧
本人情報
入力・閲覧

医療情報の
入力・閲覧

急性期
医療機関・
短期入所

医療情報の
入力・閲覧

【画面イメージ】

救急搬送後のケア情
報についても共有し
適切な医療を実施。

転院先医療機関
（急性期・短期入所等）
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（画面イメージ）

※平成30年３月 「医療的ケア児等医療情報共有基盤構築に係る調査研究一式報告書」より抜粋

○医師の負担軽減を図るため、血圧、呼吸数、体温等の
必須項目について医療的ケア児等・家族が入力し、医
師が承認できるようにする。

○入力のステップ数を減らすため、入力画面を１ページに
まとめる。

身体の障害のある部位を視認しやすくするため、身体図
などの画像をシステムに取り組めるようにする。

任意項目にはチェックボックスを設ける。チェックした項目
のみ詳細を書き込むようにすることで、円滑な入力ができ
るようにする。

（2017年度の実証事業において改善・工夫した点）
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医療・介護現場での情報利活用の推進

目指す未来
 医療・介護現場において、患者等の

過去の医療等情報を適切に確認
 より質の高いサービス提供が可能に

＜国民、現場等へのメリット＞
 全国どこでも安心して、過去の診療記録等を参照
して最適な医療や質の高い介護を受けられる（国
民、医療・介護従事者）

 重複投薬の削減等が期待できる（国民、保険者）
 介護事業所のICT化により介護従事者の負担が軽
減される。

【現在の取組の着実な推進】
医療的ケア児等医療情報共有サービスの稼働に向けた準備

【今後の取組】
保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みの推進
薬剤情報、特定健診等情報について、オンライン資格確認の

基盤を活用して全国の医療機関等で確認できる仕組みの稼働
その他のデータ項目について、運営主体や費用負担の在り方

等について検討、工程表の策定
電子カルテの標準化の推進と医療分野における標準規格の基

本的な在り方の検討
電子処方箋の本格運用
介護事業所のICT化の推進と医療・介護情報連携に必要な標

準仕様の作成・普及

【参考：これまでの保健医療記録共有サービスの提供に向けた取組】
平成30年３月から「医療等分野情報連携基盤検討会」において、医療等分野における情報連携基盤の在り方等につ

いて議論を行うとともに、実証事業を実施し、技術面、運用面等の課題について調査を実施。
これまでの実証事業等から以下が明らかになっている。

• 薬剤情報は、重複投薬や多剤投与の減少に資するため、有用性が高いことが指摘されている
• 情報連携を進めるためには、医療情報システムの標準化が課題（現状では、医療機関のコスト負担が大きい）
• 地域医療情報連携ネットワーク（26県・152圏域）は、情報共有のユースケースが限定といった課題 など

情報連携の必要性・優先順位、技術動向、費用対効果等を踏まえた取組を進めて行く必要

薬剤情報

健診情報

診療情報
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2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

地域医療介護総合確保基金を活用し、介護分野のICT化を推進

医療的ケア児等医療情報共有サービスの稼働
準備（プレ運用、周知、事前登録の実施）

介護情報との連携について、データ項目の精査、データの収集元・保管先その他ネットワーク接続等に関する事項について、引き続き検討

本格運用、保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みとの情報共有のあり方の検討

上記以外のデータ項目について、医療機関等で確認でき
る仕組みを推進するための検討を進め、その実現のため
の工程表を策定（2020年夏まで）
※ 実証結果等を踏まえて課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、費用対
効果等を検証しつつ、運営主体や費用負担の在り方等を検討

工程表にのっとって具体化

医療機関等でレセプトに基づく薬剤情報や特定健診等情報を確認できる仕組みの構築等
薬剤情報や特定健診等情報を確認できる仕組みの稼働
（特定健診等情報：2021年3月、薬剤情報：2021年10月）

電子処方箋の本格運用に
向けた検討

電子処方箋の普及のために必要な方策を実施
「電子処方せんの運用ガ
イドライン」を改訂

実証の結果を踏まえ、医療・介護情報連携の標準
仕様の作成に向けて検討

標準仕様の普及

医療情報化支援基金の活用等により技術動向を踏まえた電子カルテの標準化を推進

医療分野における標準規格の在り方の検討

今
後
の
取
組

現
在
の
取
組
の

着
実
な
推
進

【今後のスケジュール】

＜保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み＞

＜介護分野における多職種の介護情報の連携・活用＞

＜医療的ケア児等医療情報共有サービス＞

医療・介護現場での情報利活用の推進
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データベースの効果的な
利活用の推進
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保健医療分野の主な公的データベースの状況

データベース
の名称

ＮＤＢ
（レセプト情報・
特定健診等情報
データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（平成29年度～）

全国がん登録
ＤＢ

（平成28年～）

難病ＤＢ
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（平成28年度～）

MID-NET
（平成23年～）

元データ

レセプト、
特定健診

介護レセプト、
要介護認定情
報

DPCデータ 届出対象情報、
死亡者情報票

臨床個人調査
票

医療意見書情
報

電子カルテ、
レセプト 等

主な情報項目

傷病名（レセ
プト病名）、
投薬、健診結
果 等

介護サービス
の種類、要介
護認定区分

等

傷病名・病態
等、施設情報

等

がんの罹患、
診療、転帰

等

告示病名、生
活状況、診断
基準
等

疾患名、発症
年齢、各種検
査値

等

・処方・注射
情報

・検査情報
等

保有主体
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
PMDA・

協力医療機関

匿名性 匿名 匿名 匿名 顕名
顕名

（取得時に
本人同意）

顕名
（取得時に
本人同意）

匿名

第三者提供
の有無

有
（平成25年度

～）

有
（平成30年度

～）

有
（平成29年度

～）

有
（詳細検討

中）

無
（検討中）

無
（検討中）

有
（平成30年度

～）

根拠法
高確法16条 介護保険法

118条の２
厚生労働告示

第93号第５項第
３号

がん登録推進
法第5、６、８、
11条

－ －
PMDA法
第15条

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベースが順次整備されている。
主な公的データベースの状況は下表のとおり。
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健康スコアリングサービス

【イメージ】

※コラボヘルス：企業と保険者が連携し、一体となって予防・健康づくりに取り組むこと

※NDBデータ：レセプト（診療報酬明細書）及び特定健診等のデータ

■ 健康スコアリングレポートの概要

・各企業の従業員の健康状態や医療費、予防・健康づくりへの取組状況等について、全国平均や業態平均と比較したデータを見える化。

・2018年度は、厚労省・経産省・日本健康会議の三者が連携し、NDBデータから保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合及び国

家公務員共済組合に対して通知。

（健保組合：約1,400組合、国家公務員共済組合：20組合）

・2020年度以降は、事業主単位で実施する。

■ 健康スコアリングレポートの活用方法

・経営者に対し、保険者が自らのデータヘルス分析と併せて、スコアリングレポートの

説明を行い、従業員等の健康状況について現状認識を持ってもらうことを想定。

・その上で、企業と保険者が問題意識を共有し、経営者のトップダウンによるコラボヘ

ルス※の取組の活性化を図る。

・レポートと併せて、企業・保険者の担当者向けに、経営者への説明のポイント等、レ

ポートの見方や活用方法等を示した実践的な「活用ガイドライン」を送付。

【健康スコアリングレポートのイメージ】

【このサービスで目指すこと】
○保険者のデータヘルス対策を強化し、企業の健康経営との連携（コラボヘルス）を推進するため、経営者が従業員等の健康状態等を全国

との比較で客観的に把握した上で、保険者と連携して健康づくりに取り組める仕組みを構築する。

【 2020年度に実現できること】
○自社の従業員等の健康状態や医療費等が「見える化」され、企業と保険者間で健康課題の共有や予防・健康づくりに取り組む上での連携

強化に活用できる
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＜健康スコアリングレポート本紙 イメージ＞
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科学的介護サービス

【このサービスで目指すこと】
・データベースに収集されたデータの分析や介護現場における実証研究等を通して得られたエビデンスの蓄積、現場

への周知・普及を通して、科学的裏付けに基づく介護の実践を進める。

【2020年度に実現できること】
・科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護を実現するため、分析に必要なデータを新たに収集するデータ

ベースを構築。
・データベースを分析し、科学的に自立支援等の効果が裏付けられたサービスを国民に提示。

【イメージ】

サービス、
状態等データ

リハビリデータ

要介護認定等情報

介護保険総合データベース
・要介護認定情報、介護レセプト

情報を格納

通所・訪問リハビリテーション
の質の評価データ収集等事業の
データ (通称”VISIT”) 
・通所リハビリテーション事業所、
訪問リハビリテーション事業所か
らリハビリテーション計画書等の
情報を収集

上記を補完するデータを収集するデータベース(通称”CHASE”)を新たに構築。
初期仕様は、有識者による「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」において作成済。
（※）CHASEで収集する項目としてリハビリ以外の加算等で求められる様式のデータ(例：栄養マネジメント加算、口腔機能向上加算

等）、事業所の介護記録等のデータ（例：訪問介護で提供された身体介護、生活援助等の内容のデータ）、ケアマネジャー等が
行った利用者の状態評価のデータ（例：ADL、服薬状況、認知症の状況等）のうち電子的に取得されている可能性の高い265項
目を選定。なお、事業所の負担を考慮し、265項目全ての入力を求めることは想定しないほか、項目は今後随時見直し予定。

歩
行
訓
練

サービス
提供前の状態

提供された
サービス

サービス
提供後の状態

脳卒中に伴う左脚の
麻痺により3メートル
しか自力で歩行できない

杖を用いれば
自力歩行が
20メートル可能

どのようなサービスが有効か
科学的に分析、提示

屋内で自由に
歩行が可能に

（分析のイメージ）
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ナショナル
データベース
（NDB）

介護保険総合
データベース

全国の医療・介護の
レセプト等のデータベース

VISIT
（リハビリ）

CHASE
（介護サービス）

詳細な介護サービス・状態等に
関するデータベース

詳細な臨床情報等に関する
データベース

MID-NET

2020年度から
連結解析

DPCデータベース

連結解析
の検討連結解析

の検討

連結解析
の検討

医薬品等の安全対策のための
レセプト、カルテ等のデータベース

2022年度から
連結解析

指定難病DB

小児慢性
特定疾病DB

全国がん登録DB

2020年度に運用開始

 医療・介護分野の公的データベースを連結解析できる基盤の整備・拡充を進めるとともに、行政・
研究者にとどまらず、民間企業等を含めた幅広い主体による利活用を推進。

 世界有数の医療・介護分野のビッグデータを活用した研究等が進むことで、
• 医薬品の安全性の更なる向上、治療の質の向上や新たなサービス等の開発など、保健医療介護

分野におけるイノベーションを創出
• 地域包括ケアの実現などに向けた保健医療介護分野の効果的な施策を推進

保健医療・介護分野の公的データベースの連結解析によって得られるメリット

33



＜ユースケース②＞診療現場等における情報連携での利用＜ユースケース①＞データベースにおける情報連結・管理

履歴管理提供主体

データベースA

被保険者番号
履歴の照会

データベースB

データ連結

連結符号
（見えない番号）

被保険者番号①

被保険者番号②
を取得

一方向変換

回答 被保険者番号①

被保険者番号②

被保険者番号①

被保険者番号②
【医療情報の所在情報管理】

地域連携ネットワークα

地域連携ネットワークβ

回答 被保険者番号履歴の照会

氏名、生年月日等氏名、生年月日等

医療情報 医療情報

被保険者番号①
を取得

連結符号
（見えない番号）

一方向変換

被保険者番号
履歴の照会

回答

被保険者番号①

・氏名、生年月日等
・医療情報

被保険者番号②

・氏名、生年月日等
・医療情報

※データベース間のデータ連結は、データベースごとの収集目的、
外部提供の対象者の範囲等を整理し、必要に応じ法的手当を行っ
た上で可能となる。

医療機関a
（過去に受診）

医療機関b
（現に受診）

医療情報
の閲覧

履歴管理提供主体
被保険者番号①

被保険者番号②

※共通の方式で変換

被保険者番号②

医療情報等の共有・連結の際の識別子としての被保険者番号の活用について

（※）必要な措置
・被保険者番号履歴の提供を受けることができる者を限定（利用目的が明確であることやセキュリ

ティが確保されていること等を想定）。
・データベースの情報を連結する場合は、被保険者番号を変換した共通の連結符号を用いて連結。

※あらかじめ登録

○ 検討会で、①新たな識別子を発行する案と、②個人単位化される被保険者番号及びその
履歴を活用する案を検討。

○ 新たな識別子を発行する案は、医療機関等でのシステム改修等の負担など、実現可能性に
なお課題があることから、必要な措置（※）を講じて被保険者番号を活用する仕組みが現実
的との結論。
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全国保健医療情報ネットワークの構築など医療等分野の情報連携基盤に関する事項を検討するため、医務技監の下、

関係局の参加を得ながら政策統括官（統計・情報政策担当）及び医政局長が「医療等分野情報連携基盤検討会」を開催。

※既存の医療情報ネットワーク基盤検討会を発展的改組。

医療等分野情報連携基盤検討会

※検討会の下にワーキンググループを設ける（情報連携基盤技術、セキュリティ等）

氏名 所属等

秋山 祐治 川崎医療福祉大学 副学長（（一社）医療ネットワーク岡山協議会常任理事）

石川 広己 日本医師会 常任理事

大道 道大 日本病院会 副会長

大山 永昭 東京工業大学科学技術創成研究院社会情報流通基盤研究センター 教授

○金子 郁容 慶應義塾大学SFC研究所 主席所員

熊谷 雅美 日本看護協会 常任理事

近藤 則子 老テク研究会 事務局長

齋藤 俊哉 国民健康保険中央会 理事

澤 智博 帝京大学医療情報システム研究センター 教授

宍戸 常寿 東京大学大学院法学政治学研究科 教授

下邨 雅一 保健医療福祉情報システム工業会 運営会議議長

杉山 茂夫 日本歯科医師会 常務理事

田尻 泰典 日本薬剤師会 副会長

知野 恵子 読売新聞東京本社 編集委員

樋口 範雄 武蔵野大学法学部 特任教授

三好 昌武 社会保険診療報酬支払基金 専務理事

◎森田 朗 津田塾大学総合政策学部 教授

山本 隆一 医療情報システム開発センター 理事長

・平成３０年３月２９日 第１回検討会開催
・平成３０年７月２６日 第２回検討会開催。

全国保健医療情報ネットワークについて工程表を策定。医療等分野の識別子(ID)について整理

○開催状況

（五十音順）
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データベースの効果的な利活用の推進

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

取
組
の
加
速
化

現
在
の
取
組
の
着
実
な
推
進

目指す未来
 保健医療に関するビッグデータの利活用
 民間企業・研究者による研究の活性化、

患者の状態に応じた治療の提供等、幅広
い主体がメリットを享受

＜国民、現場等へのメリット＞
 保健医療の正確な分析に基づく実態に即した保健医療施

策の展開（行政・国民）
 民間企業・研究者による多様な研究ニーズに対応。（民

間企業・研究者）
 疾患に即した治療や科学的に効果が裏付けられた介護

サービスの実現（国民、医療・介護従事者）
 新しい医薬品・医療機器の治験・臨床研究の加速（民間

企業・国民）

【現在の取組の着実な推進】
 NDB、介護DB、DPCデータベースの連結解析と利活用の拡

大に向けた準備
科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護を実現するた

め、必要なデータを収集するデータベース（CHASE）の構
築とエビデンス構築・現場への周知

クリニカル・イノベーション・ネットワーク（ナショナルセ
ンター等が構築する疾患登録システムを活用する取組；
CIN）の疾患登録の運用改善と利活用促進

【取組の加速化】
 ナショナル・データベース（NDB）、介護保険総合データベース

（介護DB）、DPCデータベースの連結精度向上
 NDB等とその他の公的データベースとの連結解析について検討
 個人単位化される被保険者番号を活用した医療等分野の情報の連

結の仕組みの検討と必要な法的手当

【今後のスケジュール】

NDB・介護DBの連結解析に関する法整備、システム整備等 運用開始

データ解析基盤の設計等 運用開始

他の公的データベースとの連結解析について検討、法的・技術的課題が解決できたデータベースと順次連結解析の運用開始

CHASEのデータベース構築

クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）の疾患登録の運用改善と疾患登録情報の利活用

CHASEの本格運用開始、科学的介護の実現

オンライン資格確認システムを基盤として、個人単位化される被保険者番号を活用した
医療等情報の連結の仕組みを検討し、必要な法的手当を実施

運用開始

DPCデータベースの連結解析体制運用開始

全健保組合、国家公務員共済に保険者単位の健康スコアリングレポートを通知 事業主単位でのスコアリング実施

他の共済組合等の健康スコアリング実施を検討 検討を踏まえた措置

被保険者番号の活用によるNDB、介護DB、DPCデータベースの連結精度向上に向けた検討

データベース
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サイバーセキュリティ対策、個人情報の取扱い、国際協調

 健康・医療・介護情報については、プライバシーへの特段の配慮が必要であることに鑑み、データヘルス
改革の推進にあたり、国を含むすべての主体が必要な措置を講じる必要

 特に、医療分野は重要インフラの一分野であり、内閣官房サイバーセキュリティセンターと連携しつつ、
情報セキュリティ対策に万全を期すとともに、官民の連携により適切に対策

 保健医療従事者の本人確認や電子的文書の偽造や改ざんの防止対策を講ずるため、HPKIの普及等推進
 本計画に基づき、公的主体が全国的に医療等情報の収集・蓄積を行う取組を、クラウドを活用して実施す

る際は、クラウドサービスに保存される利用者データの可用性の観点から、我が国の法律及び締結された
条約が適用される国内データセンタと我が国に裁判管轄権があるクラウドサービスを採用候補とし、クラ
ウドセキュリティ認証等は必須とする等、情報管理を徹底

（１）サイバーセキュリティ対策

 WHO等の国際機関やグローバル・デジタル・ヘルス・パートナーシップにおけるデジタル・ヘルスの推進
に向けた保健当局間における国際協調の取組への参加

（３）国際協調の取組への参加

 診療現場での情報活用や研究開発の促進等を進める観点から、海外における保健医療分野の個人情報保護法
制（いわゆるデータポータビリティに係るものを含む）等の状況も調査しつつ、医療分野の個人情報の取扱
いについての検討を開始

（２）医療分野の個人情報の取扱い
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データヘルス改革で目指す未来の実現に向けた予算（１）

データヘルス改革の取組の基盤となるオンライン資格確認等システムの導入 445.3億円（618.1億円）

▶オンライン資格確認等システムの導入：145.3億円（318.1億円）

転職・退職等により加入する保険者が変わっても個人単位で資格情報な

どのデータを一元管理することで、マイナンバーカードを健康保険証と

して利用できる「オンライン資格確認」や特定健診の結果等をマイナ

ポータルで確認できる仕組み等を導入する。

▶医療情報化支援基金：300億円（300億円）

オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備、国

の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテの導入の支援

を行う。

Ⅰ.ゲノム医療・AI活用の推進 61億（65.8億円）

▶がんゲノム情報管理センターの機能強化、がんゲノム医療体制の整

備：35.5億円（28.9億円）

がんゲノム情報や臨床情報を集約し、マスターデータベースの構築・利

活用を図るため、がんゲノム情報管理センターを整備する。あわせて、

質の高いがんゲノム医療を提供するため、がんゲノム医療中核拠点病院

等の体制を整備する。

▶がん等の全ゲノム解析の推進に向けた体制整備：

10.1億円（新規 ）

がんの克服を目指した全ゲノム医療の実現に向け、質の高い全ゲノム

情報と臨床情報を国内のがんゲノム情報管理センターに集積し、当該

データを、関係者が幅広く分析・活用できる体制を整備し、個別化医

療を推進するため、がんゲノム情報管理センターの施設整備を行う。

▶日本医療研究開発機構（AMED）における遺伝子治療、ゲノム･

データ基盤等の研究開発支援：119.8億円の内数（29.9億円の内

数）

・ 特定の遺伝子異常等を有する患者群を対象に薬剤の治療効果を検証す

る研究や、遺伝子異常が疑われる難病患者等を対象にゲノム情報を用

いた早期診断法を開発する研究等、ゲノム情報を用いた診断、治療方

法の技術開発等の研究を行う。

・ ゲノム医療の実用化に向けて、がん領域等の症例から得られた臨床情

報、ゲノム情報等を統合した「臨床ゲノム情報統合データベース」を

充実させる。

▶保健医療分野におけるAI開発の加速：15億円（12.6億円）

重点６領域（ゲノム医療、画像診断支援、診断・治療支援、医薬品開発、介護・認知症、手術支援）を中心に必要な研究事業等を実施する。

（１）全ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因究明、新たな診断・治療法等の開発

（２）AIを用いた保健医療サービスの高度化・現場の負担軽減

令和２年度概算要求 589.6億円（722.6億円）

等

＊

※ 予算編成過程で検討するため、概算要求段階では、社会保障
の充実等について、機械的に前年度同額を要求する。
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データヘルス改革で目指す未来の実現に向けた予算（２）

Ⅱ.自身のデータを日常生活改善等につなげるパーソナル・ヘルス・レコード（PHR）の推進 12.4億円（12.5億円）

▶PHRの活用推進：12.4億円（新規）

PHRの更なる推進のため、基本的な事項等の整理に向けた検討を行

う。あわせて、健診・検診情報を電子記録として本人に提供する仕

組みを構築するため、自治体システムの改修を支援する。

(前年度は「母子保健情報の利活用にかかるサービスの構築に向けた整備」として

12.5億円を計上)

Ⅲ. 医療・介護現場の情報利活用の推進 21.2億円（10億円）

▶保健医療情報利活用推進関連事業：17.2億円

（7.7億円）

これまでの保健医療情報ネットワークに関する実証結果等を踏まえて

課題を整理し、情報連携の必要性や技術動向、費用対効果等を検証し

つつ、運営主体や費用負担のあり方等を検討。

▶医療情報化支援基金（再掲）

国の指定する標準規格を用いて相互に連携可能な電子カルテの導入

を支援する。

▶医療的ケア児等医療情報共有サービス基盤構築事業：0.5億円

（0.8億円）

医療的ケア児等がICTを活用し外出先でも適切な医療を受けられるよう、

全国規模のサービス実施体制を整備し、医療的ケア児の情報共有シス

テムを本格運用する。

▶ＩＣＴ導入支援事業：82.4億円の内数

（82.4億円の内数 ）

介護事業所におけるICT化を抜本的に進めるため、ICT導入に要する

費用の一部を助成する。

▶ＩＣＴを活用した介護情報連携推進事業：2.0億円

（0.6億円 ）

介護事業所間の情報連携、及び医療機関と介護事業所の情報連携を全

国で推進するために、実証実験等の事業を行う。

＜医療・介護現場での情報共有＞ ＜電子カルテ標準化＞

＜介護現場のＩＣＴ導入＞

国民が健康・医療等情報をスマホ等で閲覧し、自らの健康管理や予防等に容易に役立てることが可能に

医療・介護現場において、患者等の過去の医療等情報を適切に確認し、より質の高いサービス提供が可能

等

特定健診の結果等をマイナポータルで確認できる

仕組み等を導入する。

▶オンライン資格確認等システムの導入（再掲）

＊

＊
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データヘルス改革で目指す未来の実現に向けた予算（３）

Ⅳ. データベースの効果的な利活用の推進 49.7億円（16.4億円）

▶データヘルス分析関連サービスの構築に向けた整備：17.8億円

（2.0億円）
▶要介護認定情報等の第三者提供関係経費： 3.3億円（0.8億円）

(その他前年度は「介護保険総合データベース等の医療分野との連携等推進事業」と

して1.7億円を計上)

健康・医療・介護のデータベースなどで保有する健康・医療・介護情報

を連結して、研究者などが分析可能な環境の整備等を行う。

▶科学的介護データ提供用データベース構築等事業：8.4億円

（5.1億円）

科学的介護を実現するため、分析に必要なデータを新たに収集する

ためのデータベース（CHASE）の機能拡充等を行う。

▶クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）における

疾患登録の運用改善：2.2億円（1.3億円 ）

疾患登録情報の利活用により治験・臨床研究を効率化するため、疾

患登録システムの企業ニーズに基づく改修や同システムの一覧の更

新、相談業務等を行う。

▶通所・訪問リハビリテーションの質の向上支援等事業：5.3億円

（0.9億円）

通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集に係るシステ

ム（VISIT）の機能拡充等を行う。

▶レセプトデータ等を活用したデータヘルスに関する事業

：2.5億円（3.2億円）

コラボヘルス推進のため、各保険者の加入者の健康状態や医療費等を

見える化した健康スコアリングレポートについて、事業主単位で作成

するために必要なシステム改修を実施。

▶医療等分野における識別子の仕組みの導入のためのシステム開発

：10.2億円（2.7億円）

データベース間の患者ごとの医療等情報の連結（名寄せ）等を推進する

ため、個人単位化される被保険者番号とその履歴を活用して、医療等分

野における識別子の仕組みを導入するためのシステム開発等を行う。

保健医療に関するビッグデータの利活用により、民間企業・研究者による研究の活性化等、幅広い主体がメリットを享受

＜データベースの整備・連結解析の推進＞

※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。

＜健康スコアリング＞

＜医療等分野における識別子（ID）＞

40

※ （ ）内には、令和元年度予算額を記載。このうち、 が付いている事業は、「今後のデータヘルス改革の進め方について（令和元年９月９日第6回データヘル
ス改革推進本部決定）」によりデータヘルス改革関連予算として追加した事業のため、参考値として記載。

＊

＊

※ 本資料は、「今後のデータヘルス改革の進め方について（令和元年９月９日第６回データヘルス改革推進本部決定）」に則り、データヘルス改革関連の令和２年度概算
要求について整理を行ったものであり、８月31日に厚生労働省概算要求として公表したデータヘルス改革の推進に係る要求とは異なる。



今年の通常国会で成立した法律
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１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康
保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも
に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。
（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に
ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。
⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。
⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。
⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所
要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情
報の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

平成32年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は平成31年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は平成32年10
月１日（一部の規定は平成34年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は平成33年４月１日）

施行期日

改正の概要
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オンライン資格確認の導入
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（１）オンライン資格確認の導入

①保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入する。

②国、保険者、保険医療機関等の関係者は、個人番号カードによるオンライン資格確認等の手続きの電子化により、医療保険事務が円
滑に実施されるよう、協力するものとする。

③オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局の初期導入経費を補助するため医療情報化支援基金を創設する。

（２）被保険者記号・番号の個人単位化、告知要求制限の創設

①被保険者記号・番号について、世帯単位にかえて個人単位（被保険者又は被扶養者ごと）に定めることとする。
これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となる。

※ 75才以上の方の被保険者番号は現在も個人単位なので変わらない。

②プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。

※ 告知要求制限の内容（基礎年金番号、個人番号にも同様の措置あり）
①健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
②健康保険事業とこれに関連する事務以外で、業として、被保険者記号・番号の告知を要求する、又はデータベースを構成することを制限する。
これらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。

保険者

被保険者番号
被保険者番号

資格情報
提示

オンラインによる資格照会

資格情報を提供

電子証明書
被保険者の資格を保険者間で履歴管理

全レセプトを資格確認、正しい保険者に振分け

支払基金・国保中央会

資格情報

被保険者番号

保険証

加入者(患者)

保険医療機関等

資格情報等の管理について
支払基金・国保中央会に委託

個人番号カード
（マイナンバーカード）

または

資格情報

オンライン資格確認の導入

資格情報を履歴管理

資格確認の導入

【期待される効果】

資格の過誤請求等の削減

事務コストの削減 等

個人番号カードは預からない（＊）

ピッ

プライバシー保護の観点から、健康保険事業・関連事務以外に
被保険者番号の告知の要求を制限する措置を創設

「医療情報化支援基金」により、
システム整備等を行う医療機関等を支援

＊マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を読み取る。マイナンバーは
使わない。医療機関等でマイナンバーと診療情報が紐付くことはない。

（＊）
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保険者

個人単位被保番

支払基金・国保中央会（国保連）

特定健診データ

特定健診データ

医療費・薬剤情報

マイナポータル
！

PHRｻｰﾋﾞｽ

保険医療機関等本人
特定健診データ

薬剤情報

個人単位被保番と特定健診データ、

薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診データ 医療費・薬剤情報

【導入により何が変わるのか】

○ 患者本人や医療機関等において、特定健診データや薬剤情報等の経年データの閲覧が可能。

⇒ 加入者の予防・健康づくりや重複投薬の削減等が期待できる。

※オンライン資格確認等の導入に当たっては、クラウドを活用することにより運営コストを縮減

マイナンバーカード

特定健診データ、医療費・薬剤情報等の照会・提供サービスのイメージ

保険証
○ 問診票の記載等の際、本人同意の下、医療機関・薬局が本人に代わって（本人か

ら委任を受けて）薬剤情報を支払基金・国保中央会に照会し、支払基金・国保中央

会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する、という提供の考え方。

※ 保険者は本人からの照会への回答の事務を支払基金・国保中央会に委託。支払基

金・国保中央会はレセプト情報から薬剤情報を抽出。
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マイナンバーカードの普及促進等のポイント

 国民がマイナンバー制度のメリットをより実感できるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及、
その利活用を強力に促進するとともに、マイナンバーの利活用を図る。

 関係府省庁が連携し、「マイナンバーカードを活用した自治体ポイントの実施」や「マイナンバーカードの健康保険
証利用の仕組み」など、マイナンバーカードの利便性を実感できる施策を順次実施する。

１．自治体ポイントの実施

 消費税率引き上げに伴う消費活性化策として令和２年度に予定されている自治体ポイントの実施にマイナンバーカードを活用。

 マイキープラットフォームの改修や制度の具体化・広報、マイナンバーカードを活用したキャッシュレス基盤の構築等、利用環境の
整備等を着実に進める。

３．マイナンバーカードの円滑な取得・更新の推進等

 安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現する観点から、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバー
カードを保有していることを想定し、国は具体的な工程表を８月を目途に公表。市町村ごとのマイナンバーカード交付円滑化計
画の策定の推進と定期的なフォローアップを行うとともに必要な支援を実施。

 マイナンバーカードの利便性、保有メリットの向上、利活用シーンの拡大。

２．マイナンバーカードの健康保険証利用

 マイナンバーカードの健康保険証利用の仕組みを令和3年3月から本格運用。

 全国の医療機関等ができる限り早期かつ円滑に対応できるよう、令和４年度中に概ね全ての医療機関での導入を目指し、具
体的な工程表を８月を目途に公表。医療機関等の読み取り端末、システム等の早期整備に対する十分な支援を実施。

 令和４年度末までの具体的な移行スケジュールを含め、保険者毎の被保険者のカード取得促進策を本年８月を目途に公表。
国家公務員や地方公務員等による本年度中のマイナンバーカードの取得を推進。

令和元年６月４日
デジタル・ガバメント閣僚会議資料
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NDB、介護DBの連結解析等
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ＮＤＢ 介護ＤＢ

＜収納情報（Ｈ29年度末時点）＞
医療レセプト（約153億件）、特定健診データ（約2.6億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）傷病名、投薬、診療開始日、診療実日数、検査 等
（特定健診）健診結果、保健指導レベル

＜収集根拠＞高齢者医療確保法第16条

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
医療費適正化計画の作成等、医療計画、地域医療構想の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ23年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

医療の質向上を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

＜収納情報（Ｈ29年度末時点） ＞
介護レセプト（約9.2億件）、要介護認定情報（約0.5億件）

＜主な情報項目＞
（レセプト）サービスの種類、単位数、要介護認定区分 等
（要介護認定情報）要介護認定一次、二次判定情報

＜収集根拠＞介護保険法第118条の2

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞
介護保険事業（支援）計画の作成等

＜第三者提供＞
有識者会議の審査を経て実施（Ｈ30年度～）
提供対象者：国、自治体、独法、大学、保険者の中央団体、

国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持
向上等を目的とする公益法人等の研究者に提供

＜匿名性＞
匿名（国への提出前に匿名化、個人特定可能な情報を削除）

NDB、介護DB等の連結解析等（データベースの概要）

＜収納情報＞DPCデータ（約1400万件/年）

＜主な情報項目＞
傷病名、病態（一部疾患のみ）、投薬、入退院年月日、検査、
手術情報 等

＜収集根拠＞平成20年厚生労働省告示第93号第５項

＜保有主体＞国（厚労大臣）

＜主な用途＞診療報酬改定、DPC/PDPS（※）導入の影響評価 等
※急性期入院医療の包括支払い方式

Diagnosis Procedure Combination（診断群分類）/Per-Diem Payment System（一日当たり支払い方式）

＜第三者提供＞有識者会議の審査を経て実施（Ｈ29年度～）

＜匿名性＞匿名（個人特定可能な情報は収集していない）

DPCデータベース（特定の医療機関への入院患者に係る入院期間のレセプト情報や病態等に係る情報のデータベース）

NDB、介護DBの連結解析の例
① 地域毎・疾患毎のリハビリ・退院支援等の利用状況と在宅復帰率の関係の比較・分析
② 特定保健指導等による適正化効果を、医療費への影響に加え、将来の介護費への影響も含めて分析
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NDB、介護DBの連結解析等

１．ＮＤＢと介護ＤＢ【高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法】

（１）両データベースの情報の提供（第三者提供）、連結解析

・相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者等の幅広い主体に対して両データベースの
情報を提供することができることを法律上明確化する。

※相当の公益性を有する研究等の例：国や自治体による施策の企画・立案のための調査、民間事業者による医療分野の研究開発の
ための分析 等（詳細については関係者の議論を踏まえて決定）
特定の商品又は役務の広告、宣伝のための利用等は対象外

※提供する情報は、特定個人を識別できないものであることを法律上明記。その他、具体的な提供手続等については別途検討。

・NDBと介護DBの情報を連結して利用又は提供することができることとする。

・情報の提供に際しては、現行と同様に、申請内容の適否を審議会で個別に審査する。

（２）情報の適切な利用の確保

・情報の提供を受けた者に対し、安全管理等の義務を課すとともに、特定の個人を識別する目的で他の情報と
の照合を行うことを禁止する。

・情報の提供を受けた者の義務違反等に対し厚生労働大臣は検査・是正命令等を行うこととする。また、義務
違反に対しては罰則を科すこととする。

（３）手数料、事務委託

・情報の提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収する。ただし、国民保健の向上のため重要な研究等には
手数料を減免できることとする。

※具体的な手数料の額、減額の基準については別途検討。

・NDB関連事務の委託規定に、情報の提供と連結解析の事務も追加する。（介護DB関連事務も同様）

２ . ＤＰＣデータベース【健康保険法】

・NDBや介護DBと同様に、情報の収集、利用及び情報の提供の根拠規定等を創設するとともに、NDBや
介護DBの情報と連結して利用又は提供することができるとする規定を整備。

国が保有する医療・介護分野のビッグデータについて、安全性の確保に配慮しつつ、幅広い主体による利活用を進め、
学術研究、研究開発の発展等につなげていくため、研究者等へのデータ提供、データの連結解析に関する規定を整備。

《対象のデータベース》NDB、介護DB、DPCデータベース（いずれもレセプト等から収集した匿名のデータベース）

NDB ：National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan
（レセプト情報・特定健診等情報データベース）

介護DB ：介護保険総合データベース
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（参考）保健医療分野の主な公的データベースの状況

データベース
の名称

ＮＤＢ
（レセプト情報・
特定健診等情報
データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（平成29年度～）

全国がん登録
ＤＢ

（平成28年～）

難病ＤＢ
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（平成28年度～）

MID-NET
（平成23年～）

元データ

レセプト、
特定健診

介護レセプト、
要介護認定情
報

DPCデータ 届出対象情報、
死亡者情報票

臨床個人調査
票

医療意見書情
報

電子カルテ、
レセプト 等

主な情報項目

傷病名（レセ
プト病名）、
投薬、健診結
果 等

介護サービス
の種類、要介
護認定区分

等

傷病名・病態
等、施設情報

等

がんの罹患、
診療、転帰

等

告示病名、生
活状況、診断
基準
等

疾患名、発症
年齢、各種検
査値

等

・処方・注射
情報

・検査情報
等

保有主体
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
PMDA・

協力医療機関

匿名性 匿名 匿名 匿名 顕名
顕名

（取得時に
本人同意）

顕名
（取得時に
本人同意）

匿名

第三者提供
の有無

有
（平成25年度

～）

有
（平成30年度

～）

有
（平成29年度

～）

有
（詳細検討

中）

無
（検討中）

無
（検討中）

有
（平成30年度

～）

根拠法
高確法16条 介護保険法

118条の２
厚生労働告示

第93号第５項第
３号

がん登録推進
法第5、６、８、
11条

－ －
PMDA法
第15条

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベースが順次整備されている。
主な公的データベースの状況は下表のとおり。
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医療ICTをめぐる関連の動き

（１） 改正個人情報保護法 施行（2017.5.30）

（２） 医療分野の研究開発に資するための匿名加工
医療情報に関する法律（次世代医療基盤法）施行
（2018.5.10）

（３）セキュリティ対策の推進
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Ⅱ．適切な規律の下で個人情報
等の有用性を確保

・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備

Ⅲ．個人情報の保護を強化
・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の作成義務）
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設

Ⅰ．個人情報の定義の明確化

Ⅳ．個人情報保護委員会の
新設及びその権限

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

Ⅴ．個人情報の取扱いのグロー
バル化

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

① 利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特
徴等が対象となることを明確化（個人識別符号）。

② 要配慮個人情報（本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差
別又は偏見が生じる可能性のある個人情報）の取得については、原則と
して本人同意を得ることを義務化。

・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等厳格化
・利用目的の変更制限を緩和する規定の整備
・取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応

Ⅵ．その他改正事項
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公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日（2018年5月11日）

（２） 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の概要
（次世代医療基盤法）

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報及び匿名加工医

療情報等の取扱いに関する規制等を定めることにより、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社

会の形成に資することを目的とする。

法律の目的

施行期日

１．基本方針の策定
政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の推進を図るための基本方針を定める。

２．認定匿名加工医療情報作成事業者（以下「認定事業者」という。）
主務大臣は、申請に基づき、匿名加工医療情報作成事業の適正かつ確実な実施に関する基準に適合する者を認定する。
①認定事業者の責務
・医療情報の取扱いを認定事業の目的の達成に必要な範囲に制限する。
・医療情報等の漏えい等の防止のための安全管理措置を講じる。
・従業者に守秘義務（罰則付き）を課す。
・医療情報等の取扱いの委託は、主務大臣の認定を受けた者に対してのみ可能とする。

②認定事業者の監督
・主務大臣は、認定事業者に対して必要な報告徴収、是正命令、認定の取消し等を行うことができる。

３．認定事業者に対する医療情報の提供

医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供することができる。（医
療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意）

４．その他
主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする（認定事業者の認定等については、個人情報保

護委員会に協議する）。

※生存する個人に関する情報に加え、死亡した個人に関する情報も保護の対象とする。

法律の内容
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重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画

重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第４次行動計画

官民連携による重要インフラ防護の推進

重要インフラ所管省庁（５省庁）
●金融庁 ［金融］

●総務省 ［情報通信、行政］

●厚生労働省［医療、水道］
●経済産業省 ［電力、ガス、化学、クレジット、石油］

●国土交通省 ［航空、鉄道、物流］

関係機関等
情報セキュリティ関係省庁、事案対処省庁、

防災関係府省庁、情報セキュリティ関係機関

サイバー空間関連事業者

●情報通信

●金融

●航空

●鉄道

●電力

●ガス

●政府・行政サービス
（含・地方公共団体）

重要インフラ（１３分野）

重要インフラにおいて、機能保証の考え方を踏まえ、自然災害やサイバー攻撃等に起因する重要インフラサービス障害の発生を
可能な限り減らすとともに、その発生時には迅速な復旧を図ることにより、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼすことなく、

重要インフラサービスの安全かつ持続的な提供を実現する。

安全基準等の整備・浸透

重要インフラ防護において分野横
断的に必要な対策の指針及び各
分野の安全基準等の継続的改善
の推進

情報共有体制の強化

連絡形態の多様化等による官
民・分野横断的な情報共有体
制の強化

リスクマネジメント及び
対処態勢の整備

リスク評価やコンティンジェンシー
プラン策定等の対処態勢の整
備を含む包括的なマネジメント
の推進

官民が連携して行う演習等に
よる重要インフラサービス障害対
応体制の総合的な強化

障害対応体制の強化 防護基盤の強化

重要インフラに係る防護範囲の
見直し、広報広聴活動、国際
連携の推進、人材育成等の推
進

●医療

●水道

●物流

●化学

●クレジット

●石油

ＮＩＳＣによる
調整・連携

内閣官房作成資料（３）セキュリティ対策
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・2009年2月26日に創設。
・2012年4月12日に開催された総会（第４回）より、ケーブルテレビCEPTOAR、ゆうちょ銀行、

情報通信研究機構、情報処理推進機構、JPCERTコーディネーションセンターがオブザーバとして加盟。
・2013年4月9日に開催された総会（第５回）より、ケーブルテレビCEPTOARが正式に参加。
・2014年4月8日に開催された総会（第６回）より、化学CEPTOAR、クレジットCEPTOAR及び石油CEPTOARが正式に参加。
・2017年4月25日に開催された総会（第９回）より、鉄道CEPTOARが正式に参加。
・2018年4月24日に開催された総会（第１０回）より、医療CEPTOARが正式に参加。

セプターカウンシル セプターカウンシル総会
オブザーバ

(公財)金融情報システムセンター

総会

運営委員会

ＷＧ ＷＧ ＷＧ

・運営委員会はセプターカウンシルの総合的な企画調整・運営を行う

・ＷＧは必要に応じて設置される

(一社)日本経済団体連合会

日本銀行

国土交通省

金融庁

総務省

厚生労働省

経済産業省

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社

順不同

順不同

(株)ゆうちょ銀行

(国研)情報通信研究機構（NICT）

(独)情報処理推進機構（IPA）

(一社)JPCERTｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

セプター
（金融分野：証券）

セプター
（電力分野）

セプター
（情報通信分野

：通信）

セプター
（物流分野）

セプター
（金融分野：
生命保険）

セプター
（ガス分野）

セプター
（情報通信分野

：ケーブルテレビ）

セプター
（化学分野）

セプター
（金融分野：
損害保険）

セプター
（政府・行政サービ

ス分野）

セプター
（情報通信分野

：放送）

セプター
（クレジット分野）

セプター
（航空分野）

セプター
（水道分野）

セプター
（金融分野：銀行）

セプター
（石油分野）

（2018年4月24日現在）

重要インフラ事業者等

セプターのイメージ

幹事会

セプター
（鉄道分野）

セプター
（医療分野）

セプターカウンシル
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名 称 医療CEPTOAR (Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and Response)

事務局 公益社団法人 日本医師会 情報システム課

概 要

１．機能
ＩＴ障害の未然防止、ＩＴ障害の拡大防止・迅速な復旧、ＩＴ障害の要因等の分析・検証による再発防止を図り、医療事業者の
サービスの維持・復旧能力の向上に資するため、政府等から提供される情報を適切に医療事業者等の間で共有・分析することを目的に、
医療分野の「情報共有・分析機能（セプター）」として、「医療CEPTOAR」を設置。
以下(1)～(3)の情報連絡体制等については現状の枠組みをもとに引き続き改善に向けて調整していく。
(1) 医療事業におけるＩＴ障害の未然防止、ＩＴ障害の拡大防止・迅速な復旧、ＩＴ障害の要因等の分析・検証による再発防

止のための情報共有及び連携
(2) 政府、他のセプター等から提供される情報の構成員への連絡
(3) 政府、他のセプター等から提供される情報に関連する事項の情報共有

２．構成
 日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会（情報共有機能）
 日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会（四病協）（情報共有機能）
 オブザーバー（情報分析機能）として保健医療福祉情報システム工業会

３．特色・特徴
 これまでの活動・現行組織を基盤にした実効性のある体制。
 医療分野の特性として、医療提供体制の構築・維持は都道府県との情報共有体制が不可欠であることから、他の分野ではみられな
い都道府県との連携が必要。

４．2017年度の活動状況
 NISCから提供のあった情報等について、セプター構成員等と共有（随時）
 セプター訓練に参加し、情報共有手段の有効性を検証（2017年8月）。本結果も踏まえ、セキュリティ事案発生時の情報連絡は、
迅速性の観点から電話による情報伝達を基本とし、情報を確実に伝達する観点でメールを活用。

 2017年度分野横断的演習に参加（2017年12月）。
 事務局の民間移行と構成の見直し（2018年3月）※日本病院団体協議会の加盟団体にも参加依頼中
 セプターカウンシル運営委員会でセプターカウンシルへの参加表明（2018年3月）

医療セプターの概要
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○本ガイドラインは、医療情報システムの安全管理やe-文書法への
適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から所要の
対策を示したもの。

※平成17年3月に第1版を策定後、定期的に改正し平成29年5月の第5版が最新。

○本ガイドラインは、医療機関等（病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、
薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク
運営事業者等）における
電子的な医療情報の取扱いに係る責任者を対象としている。

○本ガイドラインのほかに、
①「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版に関するQ&A」
②「医療機関等の管理者向け読本」
を策定・公表しその普及に努めている。

医療情報システムの安全管理に関するガイドラインとは
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●システム上、医療情報を取り扱う際に遵守すべき事項（主な実施項目）

遵守事項 主な実施項目

・方針の制定と公表
個人情報を取り扱う情報システムの安全管理に関する方針の策定（扱う情報の
範囲・取扱、保存方法、利用者識別、不法アクセスの防止等）

・情報セキュリティマネジメントシステム
（PDCAサイクル)の実践

リスク分析により得られた脅威に対する対策

・組織的安全管理対策 運用責任者の設置、アクセス管理規程・運用管理規程（監査を含む）の策定

・物理的安全対策 区画の施錠、入退管理、機器の盗難防止策、覗き見対策

・技術的安全対策
利用者の識別・認証、アクセス権限の管理、アクセスログの定期的な確認、ウイ
ルス等不正ソフトウェア混入防止措置、2要素認証の推奨、ＩｏＴ機器への対応

・人的安全対策
従業者への定期的な教育訓練、標的型攻撃等への対応訓練、事務取扱委託業
者の監督

・情報及び情報機器の持ち出し
USB等の情報記録可搬媒体の適切な管理（台帳管理、内部データの暗号化等）、
モバイル端末の安全管理対策、ＢＹＯＤ原則禁止

・外部と個人情報を含む医療情報をネットワーク
で交換する場合の安全管理

セキュアな通信路の確保、ファイアウォール、アクセス監視、通信の暗号化、
ＴＳＬ1.2による接続時の留意事項

・医療情報の電子保存（外部保存を含む） 入力操作のアクセス権限管理、改ざん防止、バックアップ等

・付表
医療機関の規模別（大・中・小規模病院、診療所）の運用管理規程の規定例を
記載

○下線部分は、第5版時の主な改定項目

医療情報システムの安全管理ガイドライン（第５版） 概要
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医療等機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
（平成30年10月29日付け医政総発1029第１号・医政地発1029第３号・医政研発1029第３号

厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長・研究開発振興課長通知）

◆ 電子カルテシステム等の普及が進み、情報通信技術は医療現場の多くで活用。

◆ 一方、我が国の医療機関において相次いでコンピュータウイルスに感染し、医療提供体制に支障が生じる事例も
発生するなど、サイバーセキュリティ対策の充実は喫緊の課題。

◆ 厚生労働省においては、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）及び医療関係団体等と連携して、医療機関等

におけるサイバーセキュリティ対策に取り組んできたが、今後は都道府県等とも連携を強化し、対策のさらなる充実
を図っていく必要。

① 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の周知徹底

・サイバー攻撃を受けた際の対応等を定めた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」について、管下
医療機関に一層の周知徹底を図ること。
・サイバー攻撃により医療情報システムに障害が発生し、個人情報の漏洩や医療提供体制に支障が生じる又はそ
のおそれがある場合には、厚生労働省に連絡を行うよう注意喚起を行うこと。

②情報セキュリティインシデント発生時の国への報告

・医療機関に対するサイバーセキュリティ事案を都道府県等が把握した場合、速やかに厚生労働省に報告すること。
（特に自治体立病院を有する場合は、対応に万全を期すこと。）

③情報セキュリティインシデントが発生した医療機関等に対する調査及び指導

・サイバー攻撃を受けた医療機関に対し、必要に応じて被害状況、対応状況、復旧状況、再発防止策等に関する調
査及び指導を行い、厚生労働省に報告すること。
・調査及び指導については、医療法第25条及び26条並びに医療法施行規則第42条に基づく立入検査等を行うこと
が可能であること。

④医療分野におけるサイバーセキュリティの取り組み（医療セプター）との連携

・医療セプター（医療関係団体によって構成される医療分野のサイバーセキュリティ対策に関する活動を行う団体）と
連携・協力すること。

背景・目的

都道府県等への依頼内容
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ご清聴ありがとうございました。


