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データヘルス改革
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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

データヘルス改革の未来とメリット

全ゲノム情報等を活用して
新たな診断・治療法等を開発

国民が自分のスマホ等で
健康・医療等情報を確認

医療・介護の現場で
患者の過去の医療等情報を確認

ビッグデータの活用により
研究や適切な治療の提供がすすむ

AI導入でサービスの高度化と
現場の負担軽減

実現を目指す未来

具体的なメリット（例）
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 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。
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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

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】



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の見直しについて（１）
 「今後のデータヘルス改革の進め方について」に沿ってデータヘルス改革の取組を加速し、患者・国民や医療・介

護の現場等がメリットを実感できる健康・医療・介護分野のICTインフラ環境を整備するため、プロジェクトチーム
の再編を行う。
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医療情報連携
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1980 1990

医事システム、レセプトコンピュータの普及

オーダーリングシステムの普及

電子カルテの普及・地域医療情報連携ネットワークの構築

1999年 診療録等の電子媒体による保存可能

2005年 個人情報保護法、e-文書法の施行

2005年 医療情報システム安全管理ガイドラインの策定・改定

2000

2009年 レセプトオンラインを原則義務化

行
政
の
取
組

2002年 診療録等の電子媒体による外部保存可能

2005

医
療
機
関
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

化
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2017年
改正個人
情報保護
法施行

2010 2015 

医療機関のICT化と行政の取組

2010年 厚生労働省標準規格の策定



一般病院
（※１）

病床規模別 一般診療所
（※２）400床以上 200～399床 200床未満

平成20年 14.2％
（1,092／7,714）

38.8％
（279／720）

22.7％
（313／1,380）

8.9％
（500／5,614）

14.7％
（14,602／99,083）

平成23年
（※３）

21.9％
（1,620／7,410）

57.3％
（401／700）

33.4％
（440／1,317）

14.4％
（779／5,393）

21.2％
（20,797／98,004）

平成26年 34.2％
（2,542／7,426）

77.5％
（550／710）

50.9％
（682／1,340）

24.4％
（1,310／5,376）

35.0％
（35,178／100,461）

平成29年 46.7％
（3,432／7,353）

85.4％
（603／706）

64.9％
（864／1,332）

37.0％
（1,965／5,315）

41.6％
（42,167／101,471）

うちSS-
MIX

導入状況
（※４）

37.0％
（1,269／3,432）

56.1％
（338／603）

39.1％
（338／864）

30.2％
（593／1,965）

5.4％
（2,266／42,167）

出典：医療施設調査（厚生労働省）

電子カルテシステムの普及状況の推移

【注 釈】
（※１） 一般病院とは、病院のうち、精神科病床のみを有する病院及び結核病床のみを有する病院を除いたものをいう。
（※２） 一般診療所とは、診療所のうち歯科医業のみを行う診療所を除いたものをいう。
（※３） 平成23年は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県の全域を除いた数値である。
（※４）電子カルテを導入している医療機関のみ「導入有り」と回答しているものと仮定
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かかりつけ医

薬局

病院

状態にあった質の高
い医療・介護サービス
を効率的に受けられる

自分の健康情報を
活用して健康増進

病院の検査結果を
診療に活用。紹介・
逆紹介により、患者
を継続的に診察

診療所等での過去の診療
情報を活かして救急医療
等に対応

状態の変化を
タイムリーに把握
可能。生活状況
が分かることで、
投 薬 や 処 置 の
効果を把握しや
すくなる

○ 患者の同意を得た上で、医療機関間において、診療上必要な医療情報（患者の基本情報、処方
データ、検査データ、画像データ等）を電子的に共有・閲覧できる仕組み。

○ 高度急性期医療、急性期医療、回復期医療、慢性期医療、在宅医療・介護の連携体制を構築。
○ 地域の医療機関等の間で、患者の医療情報をＩＣＴを活用して共有するネットワークを構築する

ことにより、医療サービスの質の向上や効率的な医療の提供が期待される。

訪問看護

医療情報連携ネットワークで利用される
診療情報閲覧の画面例 医療情報連携ネットワークの将来イメージ

病院

医療情報連携ネットワーク

処方データ

検査データ

患者基本情報

異なる医療機関において、効率的に患者
の診療情報を閲覧・参照できる。

医師の記載（詳
細）

医師の記載

地域医療情報連携ネットワークとは
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大分

大阪

沖縄

三重

青森

秋田

山形

山梨

富山
石川

熊本

北海道

山口

千葉

栃木群馬福井

奈良

和歌山

岡山

鹿児島

佐賀

長崎

岩手

福
岡

宮城

埼玉

愛知

福島

茨城

新潟

長野岐阜

滋賀

京都
兵庫

鳥取

広島

香川

徳島愛媛
高知

宮崎

島根

MMWIN（みんなのみやぎネット）
（一般社団法人 みやぎ医療福祉情報ネットワーク協議会）

●

静岡
神奈川

東京

晴れやかネット
（一般社団法人 医療
ネットワーク岡山協議会）

おきなわ津梁ネットワーク
（一般社団法人 沖縄県医師会）

４つの二次医療圏ごとの
ネットワーク
（べにはなネット、もがみ
ネット、OKI-net、ちょうか
いネット）

キビタン健康ネット
（一般社団法人 福島県医療
福祉情報ネットワーク協議会）

とちまるネット
（とちまるネット協議会）

ふじのくにねっと
（ふじのくにバーチャル・
メガ・ホスピタル協議会）

信州メディカルネット
（ＮＰＯ法人 信州
メディカルネット協議会）

いしかわ診療情報共有ネットワーク
（いしかわ診療情報共有ネットワー
ク協議会）

ふくいメディカルネット
（ふくい医療情報連携
システム運営協議会）

びわ湖メディカルネット
（ＮＰＯ法人 滋賀県
医療情報連携ネットワー
ク協議会）

ＨＭネット
（一般社団法人
広島県医師会）

あじさいネット
（ＮＰＯ法人
長崎地域医療連
携ネットワーク
システム協議
会）

とびうめネット
（公益社団法人
福岡県医師会）

Ｋ－ＭＩＸ＋
（香川県）

三重医療安心ネットワーク
（三重県地域医療連携連絡協議
会）

まめネット
（ＮＰＯ法人しまね
医療
情報ネットワーク協
会）

ピカピカリンク
（佐賀県診療
情報地域連携 シ
ステム協議会）

愛媛県医師会地域医療連携ネットワーク
（一般社団法人 愛媛県医師会）

おしどりネット
（鳥取県地域医療連携ネット
ワークシステム運営協議会）

きのくに医療連携システム（青洲リンク）
（和歌山県立医科大学付属病院）

いばらき安心ネット
（一般社団法人
茨城県医師会

あきたハートフルネット
（一般社団法人 秋田県医師
会

くまもと
メディカル
ネット
（熊本県
地域医療等
情報ネット
ワーク連絡
協議会）

鹿児島

全県単位の医療情報連携ネットワーク

ぎふ清流ネット
（一般社団法人
岐阜県医師会）

あおもりメディカルネット
（あおもりメディカルネット運営協議会）

全県単位の医療情報連携ネットワークが２６県で運用中。
その他、２次医療圏単位や市町村単位のネットワークもある。

2017年10月 厚生労働省調べ
（都道府県担当課宛調査）

協議会（法人） ７

協議会（法人以外） ９

医師会 ７

その他 ３
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保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み
 データヘルス改革において重点的に取り組む事項の１つである「医療・介護現場での情報連携の推進」については、必要性、技術動向、費

用対効果、これまでの全国的な保健医療情報ネットワークに向けた実証事業の結果等を踏まえ、保健医療情報を医療機関で確認できる仕組
みを着実に進めていく。

＜経済財政運営と改革の基本方針２０１８（平成30年６月15日閣議決定）＞
個人の健診・診療・投薬情報が医療機関等の間で共有できる全国的な保健医療情報ネットワークについて、2020年度から本格稼働を目指す。

地域医療情報連携ネットワーク 保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組み

こ
れ
ま
で
の
取
組

◎地域医療介護総合確保基金による支援
・全県域単位で26県、市町村単位・二次医療圏域単位等で152圏域に拡大
・地域医療構想に位置づけられている例もある
※ 地域医療情報連携ネットワークは転院や紹介・逆紹介の際に速やかに医療情報の確認が行われ、円滑

な転院・受診が進むなど、病床機能別の連携や病診連携を推進する効果がある。

①情報共有事例（ユースケース）が限定

（ユースケース）
・ 救急現場において患者の受診歴等を速やかに

把握することで適切な治療が可能
・ 医療機関数が限られる島しょ部ではきめ細か

な連携が行われている

→ 今後は、島しょ部のような事例が様々
な地域に広がっていくことが地域医療構
想の目指す病床機能別の連携・病診連携
の基盤とする

課
題

◎保健医療情報ネットワークの実証事業等（2018年６月～2019年３月）

（模擬データを使い、佐賀・福岡の地連NWでレセコンのデータを双方向で閲覧で
きる環境を構築）

◎医療情報連携の環境整備
（標準規格や安全管理のガイドライン改定等（直近2018年5月））

※医療機関でレセプトに基づく薬剤情報や特定健診情報の確認が可
能な仕組み

◎保健医療情報ネットワークの実証事業等から明らかとなった
課題

・初期コスト・運営コスト等の低コスト化の必要性

・NW参加者・患者双方へのメリットのあるサービスの提供
※ 無駄な投薬の減少につながる薬剤情報等の有用性が指摘

・電子カルテを含む医療情報システムの標準化

※ 検討の開始に当たり、医療機関のセキュリティ対策や情報通信技術の進展と多様化などを踏まえた検討が必要となる等の課題を設定。

②医療機関のコスト等の負担が大きい

（コスト等の負担）
・ 医療情報を連携させるために必要なシステム経

費
・ 共通の用語やコードが普及していないことによ

る各医療機関で確認する場合の手間

→ 電子カルテの標準化を進め、近隣の医療
機関で保健医療情報の確認の際の手間を省
くことができ、より地域医療において保健
医療情報の確認と連携が進む効果を期待

地域医療介護総合確保基金
による適切な支援

技術動向を踏まえた
電子カルテの標準化

（医療情報化支援基金の活用など）

必要性、技術動向、費用対効果を踏まえ推進
11



HS013  標準歯科病名マスター

HS014  臨床検査マスター

HS016  JAHIS放射線データ交換規約

保健医療情報分野の標準規格（厚生労働省標準規格）

＜制定：医政発0331第1号＞ 平成22年3月31日

HS001  医薬品HOTコードマスター

HS005  ICD10 対応標準病名マスター

HS007  患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書（患者への情報提供）

HS008  診療情報提供書（電子紹介状）

HS009  IHE 統合プロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針

HS028  ISO 22077-1:2015 保健医療情報－医用波形フォーマットパート1：符号化規則

HS011  医療におけるデジタル画像と通信（DICOM）

HS012  JAHIS 臨床検査データ交換規約

＜一部改正：政社発1221第1号＞ 平成23年12月21日

HS017  HIS, RIS, PACS, モダリティ間予約, 会計, 照射録情報連携指針

＜一部改正：政社発0323第1号＞ 平成24年3月23日

厚生労働省標準規格は、保健医療情報標準化会議の提言を受けて、厚生労働省が決定

（「「保健医療情報分野の標準規格（厚生
労働省標準規格）について」の 一部改正
について」抜粋）

医療機関等における医療情報システムの構
築・更新に際して、厚生労働省標準規格の
実装は、情報が必要時に利用可能であるこ
とを確保する観点から有用であり、地域医
療連携や医療安全に資するものである。ま
た、医療機関等において医療情報システム
の標準化や相互運用性を確保していく上で
必須である。

このため、今後厚生労働省において実施
する医療情報システムに関する各種施策や
補助事業等においては、厚生労働省標準規
格の実装を踏まえたものとする。

厚生労働省標準規格については現在のと
ころ、医療機関等に対し、その実装を強制
するものではないが、標準化推進の意義を
十分考慮することを求めるものである。

HS022  JAHIS 処方データ交換規約

HS024  看護実践用語標準マスター

HS031 地域医療連携における情報連携基盤技術仕様

HS026  SS-MIX2 ストレージ仕様書および構築ガイドライン

＜一部改正：医政発0328第6号、政社発0328第1号＞ 平成28年3月28日

＜一部改正：医政発0521第2号、政統発0521第1号＞ 平成30年5月21日

HS027 処方・注射オーダ標準用法規格

＜一部改正：医政発1016第1号、政統発1016第2号＞ 令和元年10月16日

HS030 データ入力用書式取得・提出に関する仕様（RFD）
HS032 HL7 CDAに基づく退院時サマリー規約
HS033 標準歯式コード仕様

12



○ 技術革新が進む中で、医療分野においてもＩＣＴを積極的に活用し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築していくこ
とが急務である。このため、令和元年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるＩＣＴ化を支援する。
（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の改正。令和元年10月1日施行）

令和元年度予算 300億円

医療情報化支援基金（令和元年度）の対象事業

１ 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の支援

オンライン資格確認を円滑に導入するため、保険医療機関・薬局での初期導入経費
（システム整備・改修等）を補助

２ 電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入の支援

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システム等を導入する
医療機関での初期導入経費を補助

国
（交付要綱の作成等）

社会保険診療報酬支払基金（※）

申請

医療機関等

交付

交付

〔支援スキーム〕

医療機関等
保険者支払基金・国保中央会

電子カルテの標準化

オンライン資格
確認の導入

資格の過誤請求等の削減
事務コストの削減
個人番号カードによる受診 等

情報の共有・連携
事務コストの削減 等

資格情報の登録
オンラインで
資格情報を提供

オンラインで
資格情報を照会

保険者をまたがって
資格情報を管理

※レセプトオンライン化設備整備事業の実績有
り

（平成21～22年度）

消費税財源活用

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

13



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」を改定

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

取
組
の
加
速
化

現
在
の
取
組
の

着
実
な
推
進

【工程表】

＜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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研究開発に用いられるデータベース
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疾患登録システム（レジストリ）の利活用イメージ

【これまでの活用例】
① 市場性調査

患者数や地域分布などから開
発可能性を容易に検討

② 患者リクルート
登録された患者を、治験や臨
床研究に効率的に組入れ

【現在の先進的取組】
③ 市販後の長期的検証

：「JaCALS」の活用イメージ
「１年程度のRCT治験では、実薬群とプラセ

ボ群の差は小さい」
「自然歴群などと長期（５～７年）の対比か
ら長期薬効と長期安全性を検証」

【将来の利活用】
④ 製造販売後安全性調査

副作用等の発生状況等を把握

⑤ 治験対照群
患者自然歴を把握し治験の対照群
として利用
（効能追加時など）

※第4回臨床開発環境整備推進会議
（H30.3.15）祖父江班資料より
※JaCALS：筋萎縮性側索硬化症（ALS）に関するレジストリを構築

投薬群 対照群

条件に合う
患者情報

投薬群のみ
に割付け

不要になる
→コスト削減

×
受診

レジストリ

 CIN構想として、世界に先駆けて、疾患登録システムの利活用を図る
取組を実施中

※レジストリ構築：４件、レジストリを活用した治験・臨床研究：18件

 治験対照群としての活用等のため、疾患登録情報を活用した治験・
臨床研究に関するガイドライン（試験デザイン、解析法、承認審査の観点
からのレジストリの信頼性基準の考え方等）を作成中（2020年を目途）

期待される結果（イメージ）

この差が開く

16



研究開発等での利活用が可能なデータベースのイメージ

デ
ー
タ
項
目
数(

デ
ー
タ
の
質
）

データ数（症例数）

MID-
NET

（データベー
ス）

⑴新薬開発に利活用可能な範囲
※全国で約500のレジストリが確認。主として研究目的
で構築。その一部が医薬品開発にも利活用可能

※患者の個人情報に当たる詳細で質の高い情報（ゲノ
ム情報、投薬後の予後情報等）まで必要

CIN
（疾患レジストリ）

⑶行政目的等で利活用可能な範囲
※今後、第三者提供を法定化し、民間も
含めた幅広い主体による公益目的で
の利用を可能とする方向で検討中

C-
CAT

一億人一千万人百万人十万人一万人千人百人

NDB

⑵製造販売後安全対策に利活用可能な範囲
※医薬品の安全対策に活用可能な、詳細で質の高
いデータが必要（匿名化されていてもよいが、
主要な検査値データと患者の基本情報が必要）

○ 公的データベースについては、それぞれの目的に応じ、適切なデータ項目・データ数を収集し、それぞれに適切な、
匿名加工、第三者提供等を行っている。

○ 次世代医療基盤法の仕組みを活用することにより、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報のデータ
ベースが認定事業者により構築される予定。

○ 個人の医療情報の共有・収集・連結を安全かつ効率的に行うための医療等IDについても検討中（※）。
※ 医療等IDによるデータベース間のデータ連結は、その収集目的、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。
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「クリニカル・イノベーション・ネットワーク」ロードマップ
2016（H28） 2017（H29） 2018（H30） 2019（H31） 2020

疾
患
登
録
シ
ス
テ
ム

の
構
築
・
活
用

レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー

サ
イ
エ
ン
ス

１．疾患登録ｼｽﾃﾑ構築 ＮＣ・基盤研でシステム構築 自立的運営/運営費交付金/事業費補助

2015（H27）年度

新たなレジストリの構築
既存レジストリ活用研究の実施

既存レジストリ
活用研究の実施

２．新たなﾚｼﾞｽﾄﾘ構築・
既存ﾚｼﾞｽﾄﾘ活用研究

年次
重点項目

連携体制の
整備

RSに基づく
システム構築

臨床研究・
治験の推進

疾患登録シス
テム自立化

ガイドライン
等の作成

５．ガイドライン策定
疾患登録情報の

活用検討
疾患登録システムの評価基準及び

信頼性基準の検討・確立
疾患登録ｼｽﾃﾑを活用した市販後調査、

治験対照群としての活用等に関するGL策定

ｱｼﾞｱﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ設
置、研修ﾓﾃﾞﾙ策定 国内外で研修の実施６．アジア地域におけ

る薬事協力推進

４．企業活用の推進に
向けた検討

個情法、費用負担等、企業活用を推進
するための諸課題の検討

医
療
情
報

Ｄ
Ｂ
活
用

医療情報データベース（MID-NET）
における品質管理 臨床研究中核病院へMID-NET手法導入

７．ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞﾃﾞｰﾀ活用推進
のための診療情報標準化
及び運用体制構築

３．CIN推進支援

中央支援事業

レジストリと企業のマッチング

レジストリの調査、相談等受付

H30年度末時点で全国
で約600のレジストリ
が確認

４レジストリ（がん、筋萎縮性側索硬化症（ALS）、
筋ジストロフィー、医療機器（脳神経外科領域））

品質管理・標準化に携わる人材の育成
及び病院へのサーバー導入を開始

研究成果（倫理的課題、費用に
関する提言）を公表予定

ポータルサイトにて、
レジストリリストの
一般公開

研究成果（信頼性基準の
考え方）を公表予定

レジストリ
の利活用等



19出典：日本製薬工業協会調べ（2012～2016年度）

2～3年 3～5年 3～7年

申請
承認

臨床試験
(治験）非臨床試験

リード
化合物
最適化

リード
化合物
発見

薬物標的
の同定

62化合物 26化合物674,850化合物

1～2年

1 /10,885
(0.0092%)

1 / 25,956
(0.0039%)

成功確率

9～17年

○ 医薬品の開発には10年以上の時間と数百億～数千億円規模の費用が必要。
○ 成功確率は年々低下（10年前:1/2.0万→現在:1/2.6万）し、難易度が上昇。

医薬品開発に要する期間と成功確率



保健医療分野におけるAI開発
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＜AIの活用により期待される成果＞
(1) 全国どこでも安心して最先端の医療を受けられる環境の整備
（例：画像診断支援AIによる見落とし率の低下）

(2) 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）

(3) 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）

保健医療分野におけるAIの活用によって期待されること
＜現状＞
医療現場には、次のような課題がある
① 医療従事者の不足、地域偏在・診療科偏在、過重労働
② ヒューマンエラー 「人はだれでも間違える」（安全な医療の提供）
③ 世界中から報告される科学的知見・文献が急激に増大 等



22

海外におけるAI開発の最近の報告事例

• 2016 年 に 行 わ れ た コ ン テ ス ト 「 Researcher challenge
competition（CAMELYON16）」において、AIが乳がんの転移を
調べるための画像判定に挑戦し、11人の病理医と成績を比較。

• 優勝した研究チームが開発したAIのAUCは0.994であり、11人
の病理医の平均値である0.810を大幅に上回った。

※AUC (area under the curve)：0から1までの値をとり、値が1に近いほど判別能が高い。

リンパ節の顕微鏡画像。黄色い線で囲
まれている領域は、がんの転移が確認
された部分。

教師付き画像 AI

• 2017年12月、米国医師会によって刊行
される国際的な医学雑誌：Journal of
the American Medical Association
（JAMA）にて報告。

（2017 Dec 12;318(22):2199-2210）



領域 我が国の強み（○）
/課題（△）

AIの開発に向けた厚生労働省の主な施策
（民間企業におけるAI開発を促進するための基盤を整備）

①ゲノム医療 △欧米に比べて取組に遅れ
・ 国立がん研究センターにがんゲノム情報管理センターを整備し、ゲノム情報を
集約

・ がんゲノム情報管理センターが臨床情報や遺伝子解析情報等を横串で解
析する知識データベースを構築

②画像診断支援
○日本の高い開発能力
○診断系医療機器の貿易収支も黒字（1,000
億円）

・ 関連医学会（日本病理学会、日本消化器内視鏡学会、日本医学放射線
学会、日本眼科学会）が連携して画像データベースを構築

・ 厚生労働省が、医師法上や医薬品医療機器法上の取扱を明確化

③診断・治療支援
(問診や一般的検査等)

△医療情報の増大によって医療従事者の負担が
増加

△医師の地域偏在や診療科偏在への対応が必要
△難病では診断確定までに長い期間

・ 日本医療研究開発機構（AMED）研究費により、難病領域を幅広くカバー
する情報基盤を構築

・ 厚生労働省が、医師法上や医薬品医療機器法上の取扱を明確化

④医薬品開発
○日本は医薬品創出能力を持つ数少ない国の１
つ

○技術貿易収支でも大幅な黒字（3,000億円）

・ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所が、創薬ターゲットの探
索に向けた知識データベースを構築

・ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所、理化学研究所、及び
京都大学が中心となり、製薬企業とIT企業のマッチングを支援

懇談会を踏まえた対応①
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懇談会では、次の両面からAI開発を進めるべき重点６領域を選定。
①我が国における医療技術の強みの発揮
②我が国の保健医療分野の課題の解決（医療情報の増大、医師の偏在等）

これら6領域を中心に、AIの研究開発を加速化させる。

【AIの実用化が比較的早いと考えられる領域】

【AIの実用化に向けて段階的に取り組むべきと考えられる領域】

⑤介護・認知症 △高齢者の自立支援の促進
△介護者の業務負担軽減

・ 厚生労働科学研究費補助金により、介護における早期発見・重症化予防に
向けたデータ収集及び予測ツールの開発

⑥手術支援 ○手術データの統合の取組で日本が先行
△外科医は数が少なく、負担軽減が必要

・ 厚生労働科学研究費補助金等により、手術関連データを相互に連結するた
めのインターフェースの標準化を実施



24

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②（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

http://pathology.or.jp/corepictures2010/19/c06/images/02.jpg
http://pathology.or.jp/corepictures2010/19/c06/images/02.jpg


① 新薬の開発には、新しい医薬品が標的とすべき病気の原因（創薬ターゲット）をま
ず見つけ出す必要がある。

② 平成29年度より、創薬に関する基礎的な研究の実績が豊富な厚生労働省所管の国立
研究開発法人「医薬基盤・健康・栄養研究所」（所在地：大阪府）にて、新たな創
薬ターゲットを探索するためのAI開発に着手。この際、日本のAI研究をリードする
「理科学研究所 革新知能統合研究センター」（所在地：東京都）等と連携。

③ このAIを用いて探索した創薬ターゲットを、民間企業に提供することにより、新薬
の開発を促進する。

創薬ターゲットの探索

製薬企業等
投資回収

実用化

保健医療の
質の向上

懇談会を踏まえた対応③（例：医薬品開発）

創薬ターゲットの情報
を導出

従来の手法 本施策で期待される効果
研究者が自ら読んだ論文等の限られた情報を
基に、創薬ターゲットを推定。これに効く新薬の
候補物質を開発し、その効果を動物実験等を
繰り返して検証。膨大な時間、費用、労力を要
する割には、新薬として承認される確率が低い。
また、多大な経済的損失をもたらす。

世界中の膨大な数の科学論文や遺伝子情報
等のビックデータを、AIを活用して正確に解析す
ることにより、適切な創薬ターゲットを推定。これ
により、動物実験等による検証を減らすことが可
能となり、新薬候補物質の開発が著しく効率化。
新薬として承認される確率もあがる。また、新薬
の開発コストが大幅に減少する。
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（参考）AIの活用に向けた工程表

2017 2018 2019 2020 2021 ～時間軸

医学会を中心とした画像DB構築画像診断支援

介護・認知症

手術データを
統合収集・蓄積

手術支援 手術関連データを相互に連結するためのインターフェースの標準化を推進

ゲノム医療
・がんゲノム情報の収集体制構築
・AIを活用した研究体制の構築
・AI開発基盤の利活用の検討

現場主導のAI開発を推進
・生活リズムや認知症に関するデータの収集
・生活リズム予測に基づく生活アシスト機器等の設計

医師法や医薬品医療機器法
におけるAIの取扱を明確化診療・治療支

援

医薬品開発 創薬ターゲットの探索に向けた知識データベースの構築
製薬企業とIT企業のマッチング

診療報酬改定
介護報酬改定 診療報酬改定

・医薬品開発に応用可能なAIを開発
・AIを用いた効率的な医薬品開発を実現

・収集するデータの標準規格を策定
・難病の情報基盤を構築

試作機の開発 AIを活用した生活リズム事前予
測システム等を開発・実用化

自動手術
支援ロボッ
トの実用化

AIによる麻酔
科医の支援の
実用化

・医療機器メーカーへ教師付画像データ提供
・AIを活用した画像診断支援プログラムを開発

（がんゲノム医療推進コンソーシアム懇談会報告書を踏まえて対応）

比較的稀な疾患について
AIを活用した診断・治療
支援を実用化

頻度の高い疾患について
AIを活用した診断・治療
支援を実用化

（製薬企業がニーズ提案、IT企業のリソースを活用）
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臨床研究の推進方策
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臨床研究・治験の推進に関する今後の方向性について（2019 年版）
とりまとめ（令和元年12月６日）
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臨床研究・治験の推進に係る基本的考え方

【「新薬・新医療機器等の開発」と「治療の最適化のための研究」のバランス】
Ⅰ．疾病の予防、早期診断、早期治療に対する国民の期待は高く、革新的な医薬品、医療機器等の研究開発の推

進が引き続き必要。また、質の高い医療の提供には、市販された医薬品同士を比較し診療ガイドラインの改善
につなげることや、医薬品を用いない手術・手技に係る研究など、診療の最適化に係る臨床研究も重要。こう
した「新薬・新医療機器等の開発」と「診療の最適化のための研究」をバランス良く進めることが重要。

【人材育成の強化と財政的リソースの効率化】
Ⅱ．研究開発の高度化等に伴い、研究実施に加え、研究開発を支える人材育成を強化するとともに、人材等のリ

ソースを、より一層効率的に活用する必要がある。我が国全体で必要とされる臨床研究・治験数も踏まえ、臨
床研究中核病院とその支援先機関に求められる役割や体制を整理するとともに、研究者及び研究支援人材の資
質向上も含め、研究開発の効率性を高める必要がある。

【リアルワールドデータの利活用促進】
Ⅲ．質の高い診療・研究の実現や、特に高い資源投入が要求される開発後期の臨床試験規模の適正化等を図るた

め、欧米と同様、薬事分野をはじめとして、リアルワールドデータの利活用の促進が重要。

【小児疾病・難病等の研究開発が進みにくい疾病領域の取組】
Ⅳ．既存の臨床研究中核病院や製薬企業等による取組の下では、必要とされる研究開発がなかなか進まない疾病

領域、すなわち小児疾病や難病等の重要な疾病領域の臨床研究・治験に関しては、国として、領域を特定した
取組が必要。

【国民・患者の理解や参画促進】
Ⅴ．国民・患者の臨床研究・治験への理解や参画が十分でないことも臨床研究・治験を進める上で課題となって

いるとの指摘がある。国民・患者に臨床研究・治験の周知を行うとともに、理解や参画を促す取組が必要。
29
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１ 臨床研究総合促進事業
医療法に基づく臨床研究中核病院が備える臨床研究支援基盤を、日本全体の臨床研究基盤へと押し上げるために、座

学だけではなく臨床研究中核病院における実習を実施することで、質の高い臨床研究実施のための知識やノウハウを共
有する。

２ リアルワールドデータ研究利活用基盤整備事業
臨床研究中核病院において整備が進められている品質管理・標準化がなされたデータベースを繋ぎ、統合解析を行う

ためのプラットフォームを新たに整備するため、必要な仕様等について検討を行う。これにより、リアルワールドデー
タの観察研究等への活用を図る。

３ 治験・臨床研究参画コーディネートモデル事業
国民主体的な治験・臨床研究へのアクセスを向上することを目的に、患者が自らの情報を登録した後に、治験・臨床

研究の情報提供や参加調整を行う事業をモデル的に実施し、相談内容及び対応実績の蓄積を踏まえて、継続的な運用が可
能な形態で日本型の国民主体の治験・臨床研究参画スキームの確立を目指す。

４ 医療技術実用化総合促進事業

医療法に基づく臨床研究中核病院の体制を強化し、リアルワールドデータを用いた研究の推進を進めるとともに、臨
床研究中核病院のＡＲＯ機能を活かしながら企業等とも連携を図り、医療技術の実用化・人材の養成を行う。

また、小児、希少疾患等の開発が進みにくい特定領域の臨床研究等を推進するため、このような領域における治験ネ
ットワークの窓口一元化や、研究に係る委員会の人材育成、他施設のための研修資料作成を行い、当該領域に特化した臨
床研究拠点を整備する。

５ クリニカル・イノベーション・ネットワーク（CIN）構想の推進

効率的な臨床開発のための環境整備を進める「クリニカル・イノベーション・ネットワーク」構想の取組の一環とし
て、平成29年度から実施している全国の疾患登録システムに関する調査結果を公開しつつ、利活用の促進を図る。併せ
て、医薬品・医療機器開発にも利活用が可能な疾患登録システムを有する医療機関等と企業との間の共同研究を支援・補
助する取組、疾患登録システムに関する相談・情報の定期的な更新等を行う中央支援業務等を行い、CIN構想をより一層
推進させる。

令和２年度予算案の概要－臨床研究関係抜粋－
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医療技術実用化総合促進事業（RWE創出のための取り組み）

SS-MIXストレージ、
拡張ストレージ等各種部門システム（~100/１病院）

病院診療データ

臨中B

・・・・
・・・・

医療従事者

処方

輸血

処置
検査

画像・・
・・

院内コードの標準化
データの品質管理

薬機法水準でのデータ品質確保体制

電子カル
テ

入力

臨中C

統合解析に向けた
医療機関間のデータ補正

多施設の統合解析が可能な
データ駆動研究への利活用

• 診療の質の向上に資する研究
• RWDを用いた研究開発

臨中A

〇 臨床研究中核病院において、リアルワールドデータの研究への利活用を目的に、高い水準でのデータ品質管理を自律
的に管理する体制整備を行う。同時に、データ駆動型研究の試行的取り組みを行い、体制整備側と研究者側で相互
に課題共有を行うことで、研究利活用のための実効的な仕組みの整備を行う。

〇 医療法において研究開発の主導的役割を担うものとされている臨床研究中核病院において、病院長の組織ガバナン
スのもと 研究者、臨床研究支援部門（ARO）、医療情報部門それぞれの連携を行い、データ駆動型の研究開発基
盤を整備する。

薬機法（GPSP省令及び関連ガイダンス）で求めるデータ等、一定の品質水準を満たしデータを蓄積

MID-NET手法の利用 AROと医療情報部門の連携による体制整備
臨床研究中核病院の強みである臨床研究支援部門（ARO）及び
研究者と、医療情報部門の連携により、臨床研究への利活用を見据
えたデータ収集項目を設定。○病院内における品質管理

• 各部門システムにおける使用コード表の把握と、統一院内マッピング表の設定
• 付番されたコードの正確性、データの完全性の確認
• 部門システムからHIS、ストレージに送信されるデータや標準コード使用状況に
関する点検・管理・課題解決

○統合解析に向けた医療機関間のデータの補正
• 医療機関毎の検査試薬の違いや検査値の
基準値の違い、単位の違い等による結果の
分布差を補正し、解釈できる値とする

データの品質管理手法に関し、PMDAに出向しての人材育成を実施。
医薬品副作用安全対策の目的で稼働しているMID-NETの手法を利
用し、薬事を見据えた水準を確保。

ARO・研究者 医療情報部門

クリニカルクエスチョンに
必要なデータ項目の提示

収集するデータ項目の設定

計画の立案
研究の実施

データ収集体制の
整備・管理

臨床研究中核病院において、
高い信頼性を持つデータ基盤を
構築し、研究開発に繋げる
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Super hi-way toward sustainble innovation : act of 4

・AI in health care
・Realizing Cutting-edge 
Cancer-related Genetic 
Medicine
･ ICT in health care

①R＆D 
environment

・Collection clinical data
(safety,   estimated 

efficacy）
・limited major hospitals
・Planning post-market risk 

management
・Less expensive, provisional 
pricing

②Conditional Early 
approval

・Real world data
・Collection data based on 
SS-MIX2

・Cost saving
・Speedy

③Post Market 
serveillance by 

MID-NET

 Faster final approval  (Less expensive)
 Faster patients’ access to the State-of-the-art medical technology

32

④Price revision through HTA

2017/10/15

http://free-illustrations.gatag.net/tag/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88?ssort=__reaction_buttons_2__________-pm&sdir=desc


ご静聴ありがとうございました
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