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医療情報は誰のものか ～効率化から価値創造へ～ 

株式会社富士通総研 公共事業部 蛯子 准吏 

 

新薬や新たな医療機器の開発、新たな治療方法の発見など、医療の高度化に向けた取組は、公

衆衛生の改善とともに平均寿命の延びに大きく貢献し、従来は困難だった病気を治癒できるよう

になるなど、元気に安心して暮らすための社会基盤の強化に大きな役割を果たしている。一方、

医療に係る支出は拡大の一途を辿っている。少子高齢化の進展に伴う医療ニーズの増加と支え手

の減少という極めて厳しい経済社会構造の中、持続可能な新たな仕組みの構築に向け、費用負担

も含め、高齢者医療や地域医療のあり方、社会保障制度のあり方を含め、法制度を柱に見直しが

求められている。本稿では視点を変え、現行課題の掘り下げを行うのではなく、医療に係る「情

報」を、患者と医療関係者との連絡調整や記録という役割に加え社会全体の財産として捉えた場

合、どのような活用の可能性があるのか、価値創造の観点から考察する。 

従前より医療に係る情報は、紙を中心に記録・管理されてきた。カルテなどに医療情報を蓄積

することで、過去の情報を踏まえた診察や医師間の情報共有が可能となるが、その活用は紙とい

う媒体を共有できる範囲に限定されていた。そのため、医療機関を越えた情報共有は制限され、

患者の病状等を把握するために多くの時間を費やす必要があった。電子カルテにより情報がデジ

タル化されることで物理的制約から解放され、情報共有の可能性は大きく拡大した。対象を医師、

病院、病院間、地域へと拡大することで、医療圏の形成をはじめ地域の病院間の情報連携を可能

にし、面としての医療の全体 適化に向け医療資源の効率的活用を高めることが可能となった。

また、病院間のネットワーク力を強化し救急医療の充実・強化を図るとともに、医療の透明性を

高め医療の質的向上にも役立っている。情報通信技術の活用により多くの恩恵を享受できている

ものの、現行は患者個々人の医療に限定された利用を前提としている。情報通信技術の特性であ

る、記録、共有、整理・分類、伝達等の機能を活用しているものの、過去から現在に至る時間軸

での利用に限定されており、時間軸を未来に拡大した重要な機能特性である分析、予測といった

利用については、未だ発展途上の段階にある。 

日々、更新・蓄積される医療情報には、日本の医療現場を支える医師などの英知が詰まってい

る。これらの情報は究極の個人情報であり、万全のセキュリティのもと保護される必要があるこ

とは言うまでもないが、同時に将来の医療の発展に資する知的財産としての側面も併せ持つ。こ

れらの情報を個人の特定ができないよう秘匿化を講じた上で有効に活用することで、新薬の研究

開発等、医療の高度化に向けた様々な取組が可能になると期待される。医療情報は個人の医療に

使われるものであると同時に、社会全体、将来世代の医療のためにも使われるべき貴重な財産で

ある。病院や医師などと同じく医療資源の一要素であると捉え医療情報の高度利用が可能な新た

な情報基盤を構築し、効率化とは違う新たな観点から情報を戦略的に活用することを、将来の医

療のあるべき姿の検討に向けた重要課題の一つとして捉えることが重要である。 

羅羅針針盤盤  
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東日本大震災からの復興問題（1） 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

３月 11 日に発生した東日本大震災は福島原発事故も絡み、日本経済社会に未曾有の被害を与

えている。こうした大災害の被害から経済社会が一刻も早く復旧・復興するためには、2011 年

度補正予算等国費による連続した財政支援は当然のこと、大震災への対処が通常の個別緊急事態

とは異なることを踏まえ、すべての個別緊急事態が連なったネットワークリスクへの新たな対処

として認識し、取り組むことが必要となる。それは、我が国の新たな 21 世紀の姿を描くことで

もある。以下では、阪神淡路大震災等過去の検証も踏まえながら、大震災の後の復旧・復興の課

題を中心にその対応と取り組み方について２回シリーズで整理することにしたい。 

２．日本の復旧・復興制度の課題 

戦後日本の災害に対する諸制度は、1946 年に発生した南海地震への対処から始まる。南海地

震被害に対する対処が地方自治体ごとの個別単位となり、全体としての一貫性がないことによる

デメリットが顕在化したことへの反省から、都道府県単位を超えた統一性のある復旧・復興の実

現を目指して 47 年に災害救助法が制定されている。この災害救助法が我が国の戦後の災害に対

する本格的制度の始まりであり、59 年の伊勢湾台風被害を受けて災害救助法に防災・予防を付

加した災害対策基本法が 61 年に制定されるなど、その後も災害が発生するたびに新規立法、改

正などによる制度の整備が繰り返し進められてきたところである。 

しかし、従来の制度の中で今日も抱える共通課題がある。その第１は、例外事項を除き大震災

に対する復旧・復興業務の中心が地方自治体であり、地方自治体が担えない部分の補助を国の財

政支援の基本としていることである。このため、日常時における国と地方自治体の投網状態の上

下関係が緊急時にも実質的に温存され、地域ニーズに敏速に対処できない硬直性を制度的に抱え

る実態となっている。日常時の府省縦割りが災害対策にも実質的に温存されることから、権限や

財政運営に関して国・地方自治体の多層化も加わり、現場からは一層複雑で機能しづらい実態に

陥りやすい。こうした投網状態は、南海沖地震に対する対処が地方自治体単位の個別対処となり

一貫性がなかったことへの反省から始まる面があるものの、逆に今日において他の行財政活動同

様に国と地方自治体間の硬直性を生みだすダメリット要因としての側面が大きくなっている。さ

らに、大災害の復旧・復興に対する国の財源措置が制度的に予め明確化されておらず、急を要す

る復旧事業にも財源調達議論から政治的に始めなければならない点も課題として指摘できる。 

第は、国の政策的補助がハード面の社会資本整備を中心としていることである。このため、道

路、港湾等の社会資本が復旧再建されたとしても、被災地の経済社会活動の再生、所得構造の再

構築等は地域や住民の自助努力を基本とする仕組みとなっている。また、被災者に発生した財産

被害等に対する支援は原則対象外とし（個別補償否定論）、生活再生も被災者の自助努力を基礎

としてきた。この被災者自助努力原則が議論となったのは、91 年の雲仙岳噴火災害の対策基金

創設を巡ってである。同基金は、取り崩し不可の地方交付税を財源とする行政基金と取り崩し 

政政策策論論説説  
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可の義援金基金で構成され、地域インフラの再建だけでなく被災者の生活支援政策を復旧・復興

の対象とする内容を形成した。同基金は、個人財産を直接補償するのではなく、生活再生を被災

者の自助努力だけに委ねるのをやめ、公的な生活支援を積極的に展開することで共助の視点を取

り込んだ形にした点で大きな意義がある。財産補償ではなく被災者の生活再生へ保障的概念を組

み入れたのである。さらに、阪神淡路大震災等を経た 98 年に都道府県間の相互扶助の理念をベ

ースに形成された基金を活用して被災者の生活再建を積極的に支える被災者生活再建支援法が

成立している。 

日本の大災害に対処する制度は、災害を重ねるごとに改善されてきたものの、依然として国と

地方自治体間の関係では硬直的構造を持っているほか、生活支援に対する政策の充実は図られて

いるものの、ハード中心の対応となっており地域の生産活動や地域所得を再構築するための根底

となる住民の自律力の再生へ資する仕組みとしては依然として十分な内容とはなっていない。 

３．復旧・復興プロセス 

以上の制度的課題を踏まえた上で、東日本大震災に対する復旧・復興のプロセスを以下で整理

する。 

プロセスを検討するに際しては、第１に官民、国内外等の壁を越えた救援の力を復興・再建に

向けて統合すること、第２に復興事業が本格化する前に経済活動の緩和と安全確保に 大限努力

することで揺り戻しを回避し再生スピードを速めること、第３に大震災時と復旧段階で芽生え発

展した協働・共助の意識を持続しさらに高めること、第４に長期にわたる復興への道筋を明確か

つ体系的に構築することをまず共有する必要がある。 

また、復旧とは道路、水道、下水、電気等生活に必要不可欠な生命線のインフラ再生を意味し、

復興とは一度衰えた地域を再び盛んにするための積極的経済社会活動を含めた地域活性化を意

味する。この復旧と復興の一連の行動を通して経済社会、そして自然環境を復活させ、日常化へ

と移行するプロセスを形成し展開することが重要となる。但し、一連のプロセスは単純に大震災

前の状況に戻すことを目的としない。なぜならば、人命から個別財産そして経済社会ネットワー

クに至るまで大震災がもたらす長期的リスクを可能な限り排除し、持続的発展を実現しなければ

ならないからである。 

加えて、少子高齢化、グローバル化の波が構造的に本格化する中で、被災地に新しいチャンス

の窓を切り開くことが 終的な復旧・復興の目的となる。そうした窓を切り開くには、自然環境

上、災害に敏感な地域の退廃、経済的・心理的側面を含めた社会的弱者に対する資源配分政策の

制約と歪みの是正、地元企業の長期あるいは永久的な閉鎖の可能性の検討、既存投資の損失処理

と新規投資の可能性と条件整備など復興段階では向き合うべき厳しい課題が山積する。この課題

を克服するため、政治が如何なるリーダーシップを発揮するかは、非日常から日常への移行時と

なる復興段階において、災害直後と異なる質の乗り越えるべき課題への対処を決定的に左右かる

ものとなる。 

復旧段階では、財政面も含め国が直轄的に敏速に取り組む必要がある。残骸の撤去、命綱とな

るインフラ、水、電気、ガス、生活道路の確保等広範囲にわたる大震災の復旧事業は、地方自治

体単位で対応するのは困難である。こうした命綱となるインフラの復旧を国が主体となって敏速 
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に行う必要があるのは、単に人命にかかわるだけでなく、復興段階を根底で支えるソーシャルネ

ットワーク（社会的つながり）の分断状態をできるだけ早く克服しなければならないからである。

東日本大震災は、地域のソーシャルネットワークを根本的に壊し、影響を受ける住民のダメージ

をより長期化、深刻化させるだけでなくそのネットワークリスクを日本全体に波及させている。

これをまず食い止めるには、生命線のインフラ復旧を国が中心となり行い、地域経済社会を支え

るソーシャルネットワークへの信頼性を回復させる基礎づくりをスタートさせなければならな

い。しかし、ここで留意しなければならないのは、復興期に入った段階では地方自治体の創意工

夫を優先することである。危機時の集権、平時の分権なる言葉があるが大災害からの復旧時は危

機時であり集権的に徹底して行う必要がある。しかし、平時に向けて地域の活力と競争力を再生

する段階においては、中央集権ではなく地域の創意工夫を発揮できる環境整備に国の役割は限定

化して行き、地方自治体主体の取り組みに移行することが重要となる。 

復旧・復興プロセスは、大きく四段階に分けられる。緊急時、復旧時、復興前期、復興後期で

ある。緊急時は依然として大災害の発生状況化にある段階、復旧時はソーシャルネットワークを

再起動させる段階、具体的には残骸撤去とリサイクルも含めた処分、完成レベルには達しないも

のも命綱となるインフラの復活、復興前期はソーシャルネットワークの本格稼働により経済社会

の信頼性を高める段階であり、リスクダメージの大きな施設や土壌の破棄、継続判断をした主要

施設の再建開始、地元企業そして投資資金の整理も政策課題となる。そして、 終の復興後期は

主要施設の改善充実と地域活力の再生に向けた積極活動の時期である。 

東日本大震災の現状は、緊急時と復旧時の重層期にある。今後のプロセスにおいて地域再生、

生活再生との関係で も厳しい段階は日常時との接続点となる復興前期である。そこでは破棄と

再生の選択が求められる。それは、被災地問題に限定されない。電力業界構造の再検証など民間

も含めたネットワークリスク 小化への戦後構造の見直しも対象となる。 

以上の全プロセスは、少なくとも通常５～10 年の年月を要する認識が必要となる。長期にわ

たるこのプロセスを確実に進めるには、国、自治体等行政機関、NPO 等非営利組織、大学等非

政府組織、民間企業等の営利組織、ボランティア等地域活動など信頼性を持ったソーシャルネッ

トワークの総稼働が不可欠である。 

４．復興政策の三大争点 

政治のそもそもの重要な役割として政策決定を通じて社会的価値配分を構成し実践すること

が挙げられる。その政策展開において政治が乗り越えなければならない三大争点がある。とくに

再生と破棄の選択が求められる大災害の復興時にこの三大争点は深刻化しやすい。政治がポピュ

リズムを脱却し、新たな社会的価値配分の構図を形成できるか、その価値観の明確化とそれに基

づくリーダーシップが問われることになる。三大争点の第１は限られた資源に対する配分争点、

第２は優先順位の配分争点、第３は配分に関する基準争点である。 

第１は限られた資源に対する配分争点である。配分の対象となる社会的価値たる資源、すなわ

ち自然環境、エネルギー、財源、労働力、さらには時間などが豊富に存在するのであれば配分に

関して大きな政治的論争が生じることはない。争点が深刻化し配分について権威や権力が必要と

なるのは、配分すべき資源が不足している場合である。不足に対処するには、これまでの配分方 
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法、配分先を見直すかあるいは配分すべき追加資源をどこかから調達してくるかの対応が必要と

なる。 

そのことは、被災地だけでなく日本全体の既存の権力構造に大きな変化を与えることになり、

そこに利害関係を先鋭化させる要因となる。例えば、財政赤字の状態で歳出内容のどこを削減し

どう見直すのか、配分すべき財源を増やすためどこに負担を求めるのか、あるいは借金を増やす

のかなどの論争である。財政に限らず、自然環境、エネルギー、労働なども限られた資源への配

分論争から政策議論が起動する。そして、多くの政治的論争は限られた資源の配分論争に費やさ

れ、そこでは権威や権力を賭けたパワーゲームが生じることになる。このパワーゲームに政治が

没頭すれば、政策展開の時間的ラグによるマイナス要因は深刻なものになる。 

第２は、優先順位に関する論争である。限られた資源の配分論争を克服してもさらに配分され

た資源をどのような順番で配分し、活用するかが重要な争点となる。資源に限定性がなく配分論

争が生じない場合でも、優先順位に関する争点は少なからず発生する。なぜならば、優先順位の

争点は必ず制約要因となる限られた時間をどう配分するかをも含むからである。ここでいう優先

順位とは、例えば公共事業について時間的にどの事業を先に行うかという問題に限らず、どの地

域を先に行うか、あるいは年金、高齢者対策と子育て政策など負担と受益に関して世代を超えた

優先順位をどのように設定するかなどの問題をも含む。地域、時間、世代を超えて配分された資

源活用を同時に行うことができれば問題ない。しかし、それは不可能であり不適切な場合も少な

くない。価値観の多様化が進んだ現代社会では、優先順位に関する争点はますます複雑となり従

来の縦割り型の調整では解決困難な問題へと症状を深刻化させている。その結果、政治も深刻な

対立を避けるため順位づけを回避し、行財政の実質的肥大化をもたらす要因ともなっている。大

災害の復興時に如何に政策の優先順位、そして破棄と再生の選択ができるか も政策選択として

厳しい局面に入る。 

第３は、配分基準に関する争点である。優先順位とも深くかかわる争点であり、どこにどのよ

うなルールで配分するかその物差しを提示することである。例えば、配分基準のレベルが、全国

で例外なく厳格に守られるべき画一水準（ナショナル・ミニマム）なのか、全国で達成し維持す

ることが期待される一定水準（ナショナル・スタンダード）なのかの議論でもある。前者の場合、

地域の特性などを考慮することは許されない一方、後者では地方の特性に合わせて実質的な公平

を実現する個別レベルの設定が可能となる。国が全国画一的に基準を定めることが一見平等を担

保しているように見えても、地域ごとの環境の違いを考慮するとむしろ不公平を助長させる原因

となっていることもある。こうした場合にはナショナル・ミニマムではなく地域の特性に合わせ

個別の水準を地方自治体ごとに定めるシビル・ミニマムの充実に努める方が実質的公平を担保す

ることになる。復旧、復興の違いの認識はこの段階でも重要である。復旧を生命線のインフラ再

建を中心とすると認識すればナショナル・ミニマムの配分基準が、復興は地域の個性を育て活性

化していくことと認識すればそこでの配分基準はシビル・ミニマムが適切となる。平等と公平は

異なる意味を持つ。 

平等は形式的に均等な配分でありすべて同一であることを基本的に意味する。公平は必ずしも

形式的な均等配分や外見的同一性を求めるのではなく、置かれている状況や質を勘案し不均等な

配分や異なる配分方法を行うことに同意することを意味する。配分基準に関する争点は形式的平 
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等を実現するためにも生じるが、とくに公平を確保するための基準は何かにおいては深刻化しや

すい。なぜならば、環境や質の違いの認識に関する基準から始まり、その認識に基づく配分に関

する基準をいかに明確にするかに及ぶからである。 



 

 

政策研究 2011 No.1                       7 

 

 
東日本大震災の日本経済に与える影響 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

2010 年度後半は新興国を中心とする引締め政策の影響等で日本経済の生産・出荷の伸びが低

下する現状にあった。この現状に加え、３月の東日本大震災の発生は、日本経済全体のネットワ

ークリスクを拡大させ、電力供給制約等も加わり生産活動を抑制する結果となっている。すでに、

自動車等耐久消費財部門を中心に生産活動が落ち込んできており、生産活動の再開等の動きはあ

るものの国内需要、輸出等にも大きな影響が避けられない。また、下請け企業等の経営状況の悪

化も深刻化しており、雇用・所得面でのマイナスの影響もさらに懸念される。倒産件数も景気の

緩やかな回復で前年比減少する動向をこれまで続けてきた。しかし、年度当初の決算に向けた資

金繰り等倒産件数が増加する危険性もある。 

今後、電力供給が安定すれば民間企業の生産ラインの移転・統合・再生の動きが本格化すると

同時に、復旧需要が官民両面で生じるため日本経済も極めて緩やかながらも回復に向けた底固め

の動向になるものと見られる。足元、為替相場が従来に比べると協調介入の効果等によって 80

円台前半の円安となっているものの、生産制約が強いことから輸出競争力の改善が期待できる段

階に至っていない。新興国経済が引締め政策を強めている中でも 10%前後の高い成長を実現して

いること、欧米経済も回復基調を辿っていることなどから、生産制約が改善すれば外需対応が可

能となるほか、国内も復旧・復興需要から公共投資、設備投資等の拡大が徐々に期待できる状況

になる。雇用・所得環境は厳しさを増している。なお、年明け以降、やや厳しさが緩む動向とな

っていたものの、大震災による企業活動の停滞は雇用者増・賃金引き上げを困難にしており、全

体として厳しい状況が続く。 

2011 年度の日本経済は、大震災による落ち込みを脱するための底固めの時期となり、民間部

門の落ち込みから全体として横ばいないし若干のマイナスの動向となる可能性がある。そして、

本号「政策論説」でも整理したように、復興段階に入り政策の三大争点を如何に政治が整理でき

るかは、2012 年度そして日本経済の中期的成長力の行方にも影響を与える課題となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）日本銀行資料より作成 

図 生産出荷活動及び倒産件数の推移 

政政策策シシググナナルル  
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アジア経済と東日本大震災 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

東日本大震災直後、円安が進行したもののその後には日本の機関投資家による外貨資産売却圧

力の増大等が懸念され円高傾向が加速、一時 76 円台に達した。しかし、G７による円売り協調

介入の実施により 80 円台前半まで円安が進み、当面の壁となっていた 83 円を超えて 84-85 円台

を試す動向も見られた。また、対ユーロ相場も 120 円台を試す動きも見られた。こうした中で、

アジア新興国の動向は 2011 年に入り中国の生産活動が底入れ基調となっているほか、韓国、台

湾も減速傾向に歯止めがかかり始めており、各国の輸入動向も底固さを見せ始めている。今後も、

日本経済では大震災に伴う危機時克服のための金融緩和政策の強化が進む。その中で、欧米経済

は対中国を中心としたアジア新興国向け輸出等の拡大で堅調さを維持することが期待され、円安

基調がどのレベルで定着するかが次の注目点となる。 

こうした為替要因以上に大きなアジア経済に大きな影響を与えるのは、大震災による日本経済

の停滞がアジア経済に与える構造的要因である。すでに製造業だけでなく観光等のサービス業も

含め日本経済の製品・サービスの供給減少がアジア諸国の需要構造に変化を生じさせている。た

とえば、日本への観光需要の減少が韓国、台湾等周辺国への観光需要シフトを与える一方、日本

人観光客の減少が地域経済の制約要因となり始めている。また、製造ラインの長期的分散に向け

た投資活動の地域的再編も活発化している。日本国内においてリスク回避のために関西地域への

経済社会活動の移転が活発化しているのと同様に、今回の大震災を契機にアジア地域における日

本の位置づけが如何に変化する方向を示すか国内の復興計画のあり方にも大きな影響を与える

事項である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）各国資料より作成（数値は前年比％） 

図 アジア新興国の生産及び輸入の動向 

アアジジアアリリンンクク  
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地域医療提供体制の改善・維持に向けた ICT の活用 

株式会社富士通総研 公共事業部  東 史人 

 

１．地域医療を取り巻く状況 

①課題 

近年、報道等では「医療崩壊」等と言われている問題が生じている地域が少なくありません。 

経営上医療機関の立地が困難な過疎地等（中山間地・僻地・離島等）における医療提供を担っ

てきた自治体病院等の閉鎖・縮小・統廃合等や、医師・看護師不足による人材確保難等は、過疎

地等における医療提供機能の弱体化、地方の主要都市における不採算・特殊部門（救急・小児・

周産期・災害・精神等）を中心とした医療提供機能、がん拠点病院等高度・先進医療の提供機能、

研修の実施等を含む広域的な医師派遣拠点機能等諸機能の弱体化を招いています。 

②ニーズ 

地域では、医療へのアクセス環境が悪化しつつあるにもかかわらず、医療技術等の進展に伴い、

質の高い医療サービスを近くで受けたいという地域住民のニーズが強くなっていることから、地

域内で完結できる医療提供体制が求められています。 

２．課題・ニーズへの対応 

１に挙げた課題やニーズに対応するため、地域医療提供体制の再生（あるいは悪化防止に向け

た維持）が急務となっています。具体的な取組として、医師の育成や確保の他、地域にある限ら

れた医療資源（施設・医療従事者等）を効率的に活用するための医療機能の分化と医療機関間の

連携体制（地域連携クリティカルパス）の構築等様々な対策が講じられてきています。 

これらの対策の他に、ICT（情報通信技術）を効果的に活用することにより、地域医療提供体

制の再生を支援する取組もあります。主に以下のようなものが挙げられますが、次項以降、それ

ぞれについて簡単に紹介します。 

 医療資源の適正配置の支援（医療資源マップ） 

 医療機能の分化・連携の支援（地域連携システム、救急搬送 適化支援システム） 

 医療資源の共有等（遠隔医療） 

３．医療資源の適正配置の支援 

地域医療提供体制の危機への対応として、地域にある限られた医療資源（施設・医療スタッフ

等）の効率的な活用により医療提供体制の維持・充実を図る方法が考えられますが、そのために

は、医療機関の機能分化・連携はもとより、医療資源の 適配置を考えていくことが必要であり、

地域医療政策を担う自治体（主に都道府県）は、医療機関等関係者の協力を得ながら、これらに

取り組むことが求められています。 

この時、地域における医療提供体制の実態や、実際の患者の利用状況等、需要・供給双方の側

面からの実態を把握し、その事実・データに即して検討や関係者間調整を進めることが重要とな

ります。医療計画における４疾病５事業に関する地域連携クリティカルパスの構築、定住自立圏

の形成による医療提供体制の確保、地域医療再生計画の策定と実施等、地域医療提供体制の維持 

 

事事例例研研究究  
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に向けた様々な取組が進められてきていますが、いずれの取組にあたっても、実態を反映したデ

ータに基づく検討が前提になると考えます。 

関係者が視覚的に理解でき、協力に向けた検討が進められるよう、富士通総研では、地理情報

システム(GIS)を活用した分析ツール（下図）を提供しています。同ツールでは、患者や病院・

医療スタッフ等に関する各種データを収集・管理することにより、地図上で患者や病院・医療ス

タッフの空間的な分布状況を視覚的かつ正確に把握し、例えば二次医療圏内での必要病床数の過

不足、中山間地における救急医療体制のシミュレーション、地域連携クリティカルパスや機能分

化の実態把握や検証、将来必要となる病床数や医療機器(CT・MRI 等)数の予測等、医療提供体制

に係る様々な検討を行うことができます。 

●●病院

：地形、道路事情等も加味した範囲。
（車で30分程度）

患者の分布状況と、病
院からの距離等の比
較をすることにより、適
切な医療提供体制が
構築されているか確認
する。

短期の入院患者数を把
握する。今後、「患者調
査」に患者の住所を記載
することにより、より正確
な現状を把握することが
期待できる。

 
 

 

４．医療機能の分化・連携の支援 

①地域連携システム 

医療計画にて設定されている地域連携クリティカルパスが有効に運用されるためには、パスを

構成する（患者を引き継いでいく）関係医療機関の間で、患者に関する情報を共有（他院におけ

る情報や自院での過去の情報の参照や、自院での新たな情報の追加更新等）しておく必要があり

ます。 

この患者情報の共有を紙ベースの資料を送りあって行うのではなく、共有サーバを設けて関係

機関のみアクセスする仕組みを構築・運用している地域が少なくありません。システム形態は地

域によって様々ですが、中心となる医療機関の電子カルテを他の医療機関と共有する形態、共有

サーバに各医療機関が必要と考える情報を自院の電子カルテ等から抽出し各々登録する形態等

があります。また、地域連携クリティカルパスで必要とする情報項目やプロセスを全てシステム

化し関係機関（医療機関のみならず介護施設等関係機関も含め）で共有している地域もあります。 

なお、地域連携クリティカルパスがより効果的に運用（活用）されるためには、地域にある全

ての医療機関等がこのようなシステムに参加し利用することが望まれます。 

 

主な機能 
データ取り込み機能 
医療資源分布状況可視化機能 
空間解析機能 
将来予測機能 
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②救急搬送最適化支援システム 

一刻を争う救急医療においては、いわゆるたらい回し等が発生しないよう、地域における限ら

れた医療資源を効果的に活用することが特に求められます。そのためには、例えば軽症患者を高

度救急救命施設に搬送するような限られた医療資源の非効率な占有を避け、患者の状態に応じ

適な医療機関へ的確に搬送できることが必要となります。 

例えば、NPO 法人岐阜救急災害医療研究開発機構では、救急搬送時、患者の容態や地理情報等

の救急現場の情報と、どの病院のどの診療科で応需可能な医師がいるか（医師がどこ（手術室、

処置室、控え室等）に在室かで空き状態を自動判別する等）等の救急病院側の情報を、リアルタ

イムでシステムが把握・マッチングさせ、 適な搬送先病院を自動判定し救急隊員の端末へ通知

する仕組みづくりに取り組んでいます。 

５．医療資源の共有等 

医師不足への根本的な解決策として医師の育成（育成定員増等）が進められていますが、育成

し一人前になるまでには長い時間を要することから、現在直面する不足への対応にはなりません。 

そこで、直面する医師不足への対応策の一つとして、遠隔地の医師等を ICT により活用する遠

隔医療に取り組むことで、いわば仮想的に医師等を増員・確保することを可能とし、それにより

医療等へのアクセス環境の改善を図る地域が少なくありません。 

遠隔医療はその実施形態によっていくつかに分類されますが、例えば病理医や放射線科医とい

った専門医に遠隔地から ICT を活用して診断してもらう遠隔病理診断や遠隔画像診断、地域の一

般診療医が遠隔地に居る専門医の支援（相談・助言等）を受けながら専門的な診断を行う遠隔コ

ンサルテーションや遠隔カンファレンス、遠隔教育等は、いずれも地域で不足する専門医を仮想

的に確保しその専門スキルを地域の患者に活かす、いわば専門医の居る遠隔地と限られた医療資

源を共有する仕組みであると言えます。 

６．おわりに～ICT 利活用における注意点 

3～5 にて、ICT を効果的に活用した地域医療提供体制の再生を支援する取組を簡単に紹介しま

した。それぞれの取組には紹介した長所のみならず取組に際しての課題も少なくありませんが、

各地域にてこれらの取組を参考にしたシステム導入等を検討される場合、特に次のような点に十

分注意する必要があります。 

 あくまで ICT は道具であり、医療現場等における実際の人的なつながり・コミュニケーシ

ョン等があって、その上で ICT を活用するのであれば有効ですが、ICT 有りき（それのみ）

で地域医療提供体制の再生は困難です 

 ICT の導入・利活用が一時的な取組に終わらないよう、しっかりした運営体制が必要である

と共に、費用面でも自律的な継続が可能な仕組みを組む必要があります（例えば、初期費用

や運用・保守費用の高額な仕組みの導入は参加者の費用負担を重くし継続性が危ぶまれる）

富士通総研では、総務省からの受託調査にて、昨年度、遠隔医療の導入を考える地域向けの導

入支援マニュアルとも言うべき資料を作成しました。特に 4・5 の取組に関し、導入の検討等詳

細をお知りになりたい方は、総務省ホームページに今後掲載予定の同資料をご覧下さい。 
 


