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第２回「ジュニア・アカデメイア 政策提言発表会」 

医療グループ 発表要旨 

 

タイトル・サブタイトル 

「進まぬ国の医療改革」～ＩＣＴ化によるガラケー医療脱却～  

  

１．私たちの政策提言の意義 

 

なぜ今やらなきゃいけない改革をやらないのか？ 

 

 私たちの政策提言の意義について簡単に述べたい。少子高齢化による社会保障費の増大

が日本の大きな課題であるのは言うまでもない。その中でも医療費は１０年間でさらに１．

５倍伸びるといわれており、今後さらに伸びることが予測されている。対策として政府は

医療等ＩＤ導入などによる医療システムの効率化を検討しているが、話し合いはまとまら

ず一向に前進していない。 

重要な政策であるのにも関わらず、議論が先延ばしになっている原因は医師会、看護師

会、薬剤師会を始めとした圧力団体の存在や財務省、厚生労働省、総務省を始めとした省

庁間の縦割り行政などにあると考えられる。そうした現状に対し、私たちは利害関係を持

たない若者の立場から、今後２０年３０年持続可能な医療政策を提言したい。 

 

 

 私たちは声を大にして伝えたい。 

「なぜ喫緊の課題を先延ばしにするのか。」 

「言い訳はいらない。将来世代のために今すぐやってくれ。」 

と。 

 

 

 本論では、はじめに私たちの問題意識を共有する。次に私たちの目指す未来像を提示し、

それに対しての現状を分析する。そして課題を認識した後、未来に向かっての提言を行う。

最後に提言の影響や二次波及効果を確認し、本論を締めくくる。 
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２．問題意識 

 

医療制度の持続可能性の欠如（少子高齢化＋財政赤字） 

しかし、医療水準の低下は困る！ 

→医療システムの効率化を進める必要がある。 

→ところが医療 ICT 化は全然進んでない！ 

 

 

日本は急速に少子高齢化が進んでおり、今後も加速度的に進んでいくことが予想されて

いる。今までは地方において少子高齢化が進行していたが、今後は都市部で急速に進むと

考えられている。そうした少子高齢化により、日本の医療制度は持続可能なものではなく

なりつつある。 

はじめに労働力の問題である。少子高齢化の進行により、人口減少が進み２０５０年に

は二人に一人が高齢者となる。高齢化による医療・介護需要が増加し、このままでは労働

力の側面から現行の水準の医療を保つことができなくなるだろう。そのため、医療・介護

をさらに効率化する必要がある。 

さらに財政の問題である。上記に伴い、少子化により税収が減少し、高齢化による社会

保障費の支出が増大している。この不均衡の状態のままでは医療制度が財政的に成り立つ

ことは難しい。 

 現在、毎年社会保障費は増え続け、国の債務残高は１０００兆円を超えた。この社会保

障費は２５年間で約３倍に膨れ上がり、このまま何も対策せずに進めば、現状の医療制度

の未来は暗い。今、日本は医療大国と言われており、平均年齢や健康寿命、医療水準は世

界有数であることは有名である。しかし、もし現状の医療制度が崩壊すれば、その地位も

脅かされることになるだろう。 

そういった現状に対し政府も、様々な対策を取ろうとしている。しかし、医療費の増加

を食い止めることはできず、増加の一途をたどっている。厚生労働省の社会保障給付費の

試算では２０２５年までに年金は６０．４兆円、医療費は５４兆円、介護費は１９．８兆

円になると予測されている。また、２０１１年度社会保障給付費約１０８．１兆円から２

０２５年度には１５１．０兆円になるとされている。こうした試算から推測すると、国民

への負担は更に増していくことになると考えられる。 

このような現状を前にして、今ある医療制度、医療技術の質を下げずに医療費を下げる

には無駄を省き効率性を高めていく必要がある。そして、現在厚生労働省をはじめとして、

政府は医療の ICT 化を進めるために議論をしているが、効果的な個人番号制度の導入は一

向に進んでいない。外国と比較した時にあまりにも遅れている日本の医療の現状に対し、

私たちは早急に改革を進めていくべきであると考えている。私たちのグループの提言は国
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民への負担を増やし、医療制度を維持する一時的な解決策ではない。私たち若者が考える

本質的な解決策を提示し持続可能な医療制度への道筋を示していく。 

 

３．目指す姿 ～私たちの理想の医療制度～ 

 

マイナンバーカードと医療システムの連携により持続可能な社会へ 

↑ 

国民・医療従事者・国がどうなるのか。 

 

 私たちは医療へのマイナンバー制度を導入することで以下の３点を成し遂げたい。この

３点の目指すべき姿が達成され医療情報が業務を横断し他分野との情報と連携されたとき、

コスト削減や医療の質の向上が達成され持続可能な医療制度ができ個々人が健康で文化的

な生活を営むことができるであろう。医療のステークホルダーである国、医療従事者、国

民が主体的かつ責任をもって行動することを我々は望む。それに伴い、各々の視点から理

想の医療制度について述べたい。 

 

①国民が自らの健康に対し責任を持ち、幸福度の高い社会 

国民が健康に生きるために、医療制度の恩恵を受けるだけではなく、自らも主体的に健康

に責任を持つように行動し、医療制度のステークホルダーとしての働きも行う。そうする

ことで、幸福度の高い生活を実現することができる。 

 

②医療従事者が高品質で透明性のある医療を提供できる社会 

医療の質の向上を図り続けると共に、国や国民に対しても情報提供も行うことにより、医

療従事者と国民の情報の非対称性をなくし、互いの信頼関係を築く。 

 

③国が先導となり医療制度を常に発展させることができる社会 

国は国民及び医療従事者に対し、先導となって高品質な医療制度を実行し続けるための制

度及び政策を打ち出し続け、国民の健康状態を良くするための制度やインフラを供給する。 
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４．現状分析 

 

現状の課題 

１）医療を取り巻く現状 

２）海外の現状 

３）日本版ＥＨＲの遅れ 

４）電子カルテの遅れ 

５）マイナンバー導入をめぐる政府対応 

 

１）医療を取り巻く現状 

 現在の医療には様々な問題が存在している。医療におけるステークホルダーとして、医

療政策を策定している国、医療サービスを享受する国民、そしてそれを提供する医療従事

者の三者がある。ここでは、日本の医療分野におけるそれぞれのステークホルダーについ

て述べていきたい。 

 

まず国民について述べたい。医療費の増大の原因の一つに、高齢化があげられるのはも

はや自明といっても良い。日本では受診する医療機関を自由に選択できるフリーアクセス

が認められている。高齢者を始めとして多くの患者が医療機関を自由に頻繁に使用し、現

状の医療保険制度のもと、受診頻度に比例することのない負担の中で医療資源を十分に享

受することができている。国民は、コスト意識をさほど感じることなく、医療機関に足を

運んでいる。つまり、どんな病気にかかってもとりあえず病院に行けば治してくれるでし
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ょというのが大半の国民のコスト意識であろう。 

また、国民は患者側として医療機関を利用するにあたっていくつかの問題視されるべき

状況を抱えている。医者と患者との間に情報の非対称性が存在するのは明白である。患者

はセカンドオピニオンを利用することができるが、これは同じ病気に関して病院を転々す

るという不適切な受診と表裏一体である。また、投薬情報を記録したお薬手帳の普及率が

若年層を中心に低いという状況もある。厚生労働省が発表した調査結果では、平成２５年

度において、３９歳以下のお薬手帳の活用率は６割に満たなかった。このように、国民は

二重投薬・二重受診について意識することなく、無尽蔵に医療資源を利用している実態、

環境におかれている。 

次に医療従事者だ。医療の現場において、初診患者の情報は患者と医師との会話によっ

て症状や生活状況を把握し、直面している病気を判断する。つまり、過去の他病院への通

院状況や病歴、投薬履歴などは患者から聞き出さなければならず、患者が異なる病院や診

療科を変えるたびに、医療従事者側は同じ手順を同じ患者に対して踏まなくてはならない。

仮に患者が認知症などの症状を抱えていたり、救急医療の現場であったり、過去の受診状

況などが明らかにならないまま診断を続けてしまい、無駄な診療が発生してしまうことも

珍しいことではない。最悪の場合、それを原因として医療ミスが発生する場合もあるのだ。

また大病院であると希少な疾患を抱えた患者を相手にすることもあり、家族歴すなわち家

族にどんな病歴があるかなどの遺伝的な情報があると、診断しやすくなるといった意見も

ある。 

その他にもリハビリの領域では、職業を始めとしてどのような生活状況であるかによっ

て、リハビリの指導が変わってくる。訪問介護士は病院とは独立したステーションを拠点

として独立したカルテによって把握している。病院の持つ病歴などの情報を十分に持たな

いままに指示通りに患者に対して処置をするため、不測の事態に対応することができない

事例も指摘されている。このように、医療従事者は様々な領域で多くの問題を抱えている。 

最後に国について述べたい。厳しい国家財政並びに医療保険財政を背景に、医療の効率

化や不適切な医療機関受診の抑制など、改善を求める声は大きい。例えば、国際的に長い

平均在院日数などが挙げられる。 

医療の効率化の対象として、地域間格差や過剰病床などが指摘されている。前述の通り、

日本では国民が受診する医療機関を自由に選択できるフリーアクセスが認められており、

その弊害として多くの不適切な医療機関の受診例がある。例えば、症状の程度が低いのに

複数回の受診や同じ疾患で異なる病院を転々と利用する患者などがいる。このような現状

を踏まえ、財務省財政制度等審議会（２０１４年）や経済財政諮問会議（２０１５年）は、

医療費や受診率、病床等の地域格差について「見える化」を行い、医療の適正化を進める

ことを提唱している。国は、医療従事者と国民の間に存在するこのような不明瞭な診療な

どの実態に対し、問題を抱えており解決策を模索している。少し長くなったが、以上がス

テークホルダー別で医療について抱える問題である。 
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２）医療情報システム（ＥＨＲ）の世界的普及 

この現状のもとで世界の状況はどうなのだろうか。先進国では医療情報システム（ＥＨ

Ｒ）が積極的に構築されており、日本のシステムは 10年遅れだと言われている。ＥＨＲと

は，「国民一人ひとりが自らの健康・医療情報を『生涯を通じて』把握／管理でき，健康

管理， 疾病予防あるいは疾病管理に活用できる生涯型の健康医療電子記録」である。 

これは診療情報を集めて一定の形式で要約し，必要な健康情報も加えて，継続的に蓄積

し，全国的な規模の情報ネットワークを通して活用できるようにした電子化記録であり、

これにより患者自身も自らの治療歴を確認することができる。更には医療従事者間での共

有が進めば治療の質向上も期待することができる。また過去の治療歴が分かることで緊急

に倒れた場合でも医者が本人の情報をみることができ適切な治療を行える等のメリットが

ある。 

形式や名称は異なるもののＥＨＲは先進国諸国ですでに導入されている。はじめに電子

政府でデンマークやエストニアの例をあげ、世界ではどのようなＥＨＲが導入されている

かをみていきたい。 

デンマークでは１９６８年には個人番号（ＣＰＲ）が、１９７０年には中央納税管理シ

ステムが導入され、個人番号が納税記録と紐付けられマイナンバーが社会保障分野で活用

されるようになった。医療や教育といった国民が享受する各種その他社会保障サービスに

関しても、個人番号を鍵としてデータが個人に紐付けられて記録され、蓄積されていった。 

 医療分野においては、１９７７年に個人医療記録システム（ＮＰＲ）を導入し、導入以

降に電子化された個人医療情報が活用可能な状態に整備されている。１９９４年には医療

関連団体「Med.com」が設立され、医師のＮＰＲへのアクセスを可能にする医療情報ネット

ワークが構築された。そして２００３年には医療従事者の生産性向上を目的とした「健康

データネット」が構築されている。これらはすべて医療従事者を対象としたシステムであ

る。２００５年に、医療従事者と市民の双方が共通に利用するポータル「Sundhed.dk」の

運用が開始され、診察の予約、検査結果の報告、処方医薬品の情報共有が行えるようにな

った。患者の情報を一元管理するデータベースが構築され、病院同士だけでなく、患者と

病院との間でも情報を共有することで、患者自身がインターネットを使ってポータル

「Sundhed.dk」から自分の診療・入院記録や薬の処方箋記録を確認できるようになった。

医療従事者にとってみると、全国レベルで一貫した治療プロセスを提供することが可能に

なった。 

またデンマークは医療のＩＣＴ化の発達により、経過観察が必要な状況において、自身

での測定可能な範囲での体調に関する数値の測定・データ登録を⾏ったり、医師の結果判

断を仰いだりすることができる。また、在宅看護師が患部の画像を撮影し、症状の詳細を

タブレットに入力、それを元に医師が治療法や新しい薬などの判断を実施したり等の遠隔

治療もこれにより可能になった。また患者一人一人の医療データを一元的なヘルスケアデ

ータとして共有することで医療の質の向上にもつながっている。 
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次に、個人番号制度により高度な医療のＩＣＴ化が進んでいるエストニアを見てみる。

北欧の国、エストニアはＩＣＴ先進国として有名である。人口約１３０万人の小国ながら、

電子政府やセキュリティシステムにおいて先進的な取り組みを行っている。医療分野にお

いても個人番号（ｅＩＤ）を使用したシステムのＩＣＴ化は著しい。 
1 

エストニアでは、国民一人一人にマイナンバーカードのような個人番号カード（ｅＩＤ

カード）が付与されており、このカード１枚によって教育・医療・納税などのほとんどの

行政サービスを受けることができる。さらに、あらゆる医療情報が個人番号カードによっ

て紐づけされており、医者が的確に処置を施すことができるように、データベースに医療

記録や保険関連の情報を登録されている。 

これにより、電子カルテやＣＴデータを集中的に管理し、医者が以前の情報を参照でき

るようになり、二重検査を防ぐことができるようになった。また、薬剤情報を電子化する

ことで、二重投薬や使用したことのある薬剤を確認することができるようになった。さら

に、家庭医の予約ができるようになり空いている病院を探すことができるようになったた

め、病院において長蛇の列が解消された。 

現在は２０２０年に向けて、ブロックチェーンによる診断書の不正改ざん防止技術、ヘ

ルスケアや介護などの関連部門連係によるデータ分析、自分専用の薬の場合、リモート診

断ができるようになる。このようにエストニアは電子データを医療に利用することで透明

で質の高い医療を提供している。医療情報システムを構築しているのは北欧先進国だけで

はない。 

また、大国であるイギリスやフランスでも医療情報システム構築がすでになされている。

例えば英国では２０００年前後から取り組みを開始し、２００７年末には基盤は完成し、

その後、電子処方箋などＥＨＲ上で動くアプリケーションを次々と稼働させている。フラ

                                                        

図 1 http://synodos.jp/international/16309 

図 1 エストニア eID カード 
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ンスはＤＭＰと呼ばれる国営のデータベースを構築し、２００７年から２年にわたる個人

情報保護の議論の後、２０１０年から医療機関等の情報が強制的に蓄積され始めている。

フランスは SesameVitaleと呼ばれる保険証ＩＣカードをすでに 16歳以上の全国民に配布

しており、また医療従事者にはＣＰＳと呼ばれる資格を示すＩＣカード を配布しており、

それらのカードをアクセスキーとすることで活用を始めている。以上みたように世界では

電子カルテの普及とともに医療情報のクラウド化が進められてきた。 

 

３）進まぬＥＨＲ 

他国では医療情報システムがすでに構築されているが、日本では電子ＥＨＲシステムの

構築が現状として進んでいない。 

 
2 

図からわかるように日本ではいまだＥＨＲの普及はもとより電子カルテの普及も進んで

いない。日本の医療ＩＣＴ化は他の産業に比べ、約１０年遅れていると言われている。ま

た、それぞれの医療機関同士の情報連携に乏しく、個々の情報連携に終始しているとされ

ている。 

この１０年間の遅れは、歴史上では考えられないほどの遅れとなってしまっている。今

から１０年前は２００７年だ。くしくもこの年は初代ｉＰｈｏｎｅが販売された年だ。現

代社会において、スマートフォンを持っていない人はほとんどいないだろう。それくらい

日本の医療制度は遅れてしまっているのだ。さらに１０年間の間にデータの扱いはＳＤカ

ードやフロッピーメモリに蓄積するだけではなく、クラウドに保存し、お互いに共有でき

るまで発達した情報をクラウド化して共有し医療の質をあげるために早期ＥＨＲの構築が

必要とされる。 

 

４）電子カルテ普及の遅れ 

診断情報であるカルテを電子化し、データベースにて管理することはＥＨＲ構築の第一

歩である。しかし、そのカルテの電子化でさえなかなか進んでいないのが実情である。現

在カルテは紙で書かれたものとパソコンで記録された電子カルテと２種類ある。電子カル
                                                        

図 2 ttp://www.ipss.go.jp/syoushika/bunken/data/pdf/19613707.pdf 

図 2 医療制度各国比較 
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テについて述べると、大病院や総合病院の導入率は７７．５％である一方、小規模な病院

は２４．５％のみであり、全体で３５％前後である。未だに半数以上の病院が、紙のカル

テを利用しているのである。 

また、電子カルテの規格が会社によって異なっているため、異なる電子カルテ同士で互

換性がなくデータベース化及び病院ごとの情報共有が非常に困難になっている現状がある。

さらに電子カルテが導入されない背景としてハード面での導入コストの問題、比較的高齢

な医者を始めとして生じるパソコン操作が難しいという拒否反応などがある。中小病院以

下の医療機関ではこのような理由で電子カルテの普及が進んでいない。また、電子カルテ

を使用しているケースもあるものの、それを地域や国単位で共有しているものはほとんど

ない。 

本当にこのままでよいのだろうか？諸外国に目を向けてみると、電子政府を掲げている

エストニアでは電子カルテ普及率が、ほぼ１００％である。また欧米諸国を見てみてもオ

ランダで９８％、イギリスで９０％、（２０１０年）と日本が大幅に遅れていることは明

白だ。 

医療におけるＩＣＴ化が進めば、患者にとってはより便利になり、医療従事者にとって

はワークフローを改善でき、国にとっても社会保障費の支出の減少により財政状況が改善

されることが見込める。現在、厚生労働省主導で医療のＩＣＴ化を促しているが、現実と

してはほとんど進んでいない。医療の分野において様々なステークホルダーが問題を抱え

ている。ＩＣＴ化によって医療システムの効率化や便益を享受する余地は多くある。 

 

５）個人番号制度をめぐる政府の対応 

政府は、医療等分野における情報連携やＩＣＴ化進めるための議論を４年以上にわたっ

て実施しているものの、実質的な導入は極めて遅れている。政府による、個人番号を用い

た医療情報の連携に関して議論が最初に行われたのは、 平成２４年４月から５ヶ月にわた

って厚生労働省で実施された検討会であった。マイナンバーは社会保障・税の法定事務で

の利用が想定されているため、医療・介護等の分野については、独自に個別法を作って対

応することとした。 

ここでは、地方医療連携の必要性という観点から、情報連携にマイナンバーを利用した

方がいいという議論も一部であがったものの、医療情報には生命・身体・健康等にかかわ

る機微性の高い情報が多く、その保護には厳格な取扱を確保する必要性も高いため、税金

などの情報と医療等の情報が同じ仕組みの中で管理されるのは問題がある、という意見が

強かった。 

 このように、マイナンバー法が医療情報などを情報連携の適用範囲としていない点や個人

情報の観点から、マイナンバーではなく個別の番号によって管理する必要があると結論づ

けられた。 

 その後それを引き継ぐ形で、厚生労働省で平成２６年５月から１年半にわたって、医療等
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分野における番号制度の導入に関する研究会が実施された。それと並行するように、内閣

官房のＩＴ総合戦略本部では「マイナンバー等分科会」が平成２６年３月から１年にわた

って実施された。「マイナンバー等分科会」では、マイナンバーと医療・介護・健康情報

の管理・連携等が検討内容としてあげられた。これに対応して、厚生労働省での研究会で

は、マイナンバーを用いた医療情報の連携が再度議論にあげられた。 

しかし、医師会を中心とした反対により、「個人情報保護」という観点からマイナンバ

ーではなく個別の番号、すなわち医療等ＩＤを導入して情報連携をすることが決定された。

マイナンバーを利用することへ反対する理由として、医療情報には病歴や投薬情報などが

医療情報から芋づる式に流出する恐れが指摘されていた。そのため、個人番号に記載され

るマイナンバーとは異なる、視認性のない番号(医療等ＩＤ)を導入することが提案された。 

 そして平成２８年３月、厚生労働省は「医療等分野におけるＩＣＴ化の徹底について」 に

おいて、前述の議論で決定した、医療保険のオンライン資格確認の仕組みや医療等分野の

ＩＤの制度設計を着実に進め、２０１８年度から段階的運用開始、２０２０年までに本格

運用を目指すこととした。しかし、議論当初からもう５年近くがたち、導入にはさらに時

間がかかる見通しだ。 

 

 以上をもって現状分析とする。現状として日本の医療システムは非効率的である。一方

で、海外ではＥＨＲが普及しているが、日本ではほとんど普及する素地すらできていない。

現在、政府の対応としてマイナンバーではなく、医師会の批判により、医療等ＩＤを用い

て制度を構築しようとしていることがわかる。 

これを踏まえ以下では、日本は医療等ＩＤではなく、マイナンバーを用いて医療情報シ

ステムを構築すべきだと論じる。 

 

 

５．政策提言・主張 

 

マイナンバー×医療×ＩＣＴ 

早急に医療情報システムＥＨＲを構築すべし 

↓ 

医療の効率化 

医薬品価格の適正化 

ＢＩＧＤＡＴＡ活用よりＡＩ利用など更なる可能性 

 

１）私たちの政策提言 

①マイナンバー×医療×ＩＣＴ化 
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私たちはマイナンバーを用いて現金給付とレセプトとカルテを結びつけ、医療情報シス

テム（ＥＨＲ）を構築すべきだと提言する。 

はじめにＥＨＲ構築を具体的に説明する。次になぜ現在厚生労働省が検討している医療

用ＩＤではなくマイナンバーにする必要があるのかを論じる。 

ＥＨＲの構築は具体的には、政策は諸医療情報の連結を促進することである。国が現行

の番号法の枠組みの中で対応を検討している健診データや予防接種の履歴、医療保険の資

格確認を始め、医療機関におけるカルテやレセプトに含まれる診療情報や健診結果、投薬

履歴などの情報をマイナンバーと連結させる。既存のマイナンバーのインフラを大いに活

用し、医療情報と紐づけることで、情報集約と共有、連携を実現させるのだ。前述のよう

に、諸外国では既にこのシステムが多く取り入れられており、技術的にも不可能であるは

ずがない。患者はマイナンバーカード１つで様々や医療機関を利用することができ、安全

にその便益を享受することができる。 

 

②なぜ医療用ＩＤではなくマイナンバーなのか。 

医療等 IDの場合、患者の情報は医療にのみ利用されるためたとえ情報が流出した場合で

も他の個人を特定する情報が流出しないため安全性が高い。そのためこれらの意見を述べ

た医師会などの主張が認められ厚生労働省ではマイナンバーではなく医療等 ID での医療

番号制度構築が進められることとなった。しかし当然だが医療等 IDではマイナンバーでは

起こりえないデメリットも生じる。医療等 IDでは例えば大災害起こった場合、要救護者の

情報を医療 ID とマイナンバーで一致させる作業に時間を取られてしまい早急な治療が行

えない。マイナンバーに医療情報を紐づけておけばその心配はなくそれまでの治療歴など

がすぐに閲覧でき適切な治療が行える。また手続きの複雑化により年金の問題同様に医療

等 IDでも個人との紐づけの際にミスが起こる可能性があり、二重投薬の完全な解消につな

がることもない。そして何よりマイナンバーの持つ可能性を削ってしまうことになる。マ

イナンバー制度が導入され個人単位の情報がマイナンバーで紐づけされクラウド化された

ビッグデータを利用することでコスト削減や医療の質の向上が達成され、現にデンマーク

やエストニアで行われているようなマイナンバーひとつで他分野との連携を通じた行政サ

ービスが実現されるであろう。日本は現在財政が逼迫しており行政のあらゆる面でサービ

スを効率化し、財政負担を減らしていく必要がある。マイナンバーから得られるビックデ

ータの活用のためにもマイナンバーで行う必要がある。 

③未来像 

提言が実現された未来では、マイナンバーポータブルサイトの活用により個人のあらゆ

る医療情報をインターネットで編集・閲覧できるようになる。 

 現在、私たちの医療や健康に関する情報は、カルテ、お薬手帳、そしてヘルスケア分野

に特化した民間のウェアラブル端末など、情報があらゆるところに別々に集約されている。

それにより、いちいちお薬手帳を持って病院へ行かなければならない面倒や、自分の正確
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な健康状態のデータが自分でもわからないといった様々な問題点がある。しかし、マイナ

ンバーを介して全ての医療・健康情報を閲覧できるポータブルサイトの活用により、大き

く２つのことができるようになる。 

 第一に、スマートフォンのアプリケーションなどでいつでもどこでも簡単に自分の受診

履歴や健康に関する情報を見ることができるようになる。そして、国民の健康意識が高ま

ることが期待される。近年急速な進化を遂げている民間のウェアラブル端末との連携によ

り、摂取カロリーなど健康の目標や個人にとって必要な診断・薬剤、最適な予防方法など

を把握することもできるようになる。他にも保険料の支払い等の見える化によって国民の

医療に対するコスト意識を付けることもできる。さらに、在宅医療などにおいてもウェア

ラブル端末等により、緊急の場合家族や医療重視者に連絡が行くような仕組みを作ること

ができる。そうすれば、万が一の場合でも対応ができるため、今よりも命を救う可能性が

広がるのはもちろん、家族も安心することができる。 

 第二に、病院の診療予約さらには、出生・誕生などのイベントを情報システムで捕捉で

きるようになる。今まで誰もが一度は経験したことがある病院での長い待ち時間や出生・

死亡に関する行政手続きの面倒が省かれ、医療に関わる様々なステークホルダーの利便性

が高まる。 

医療情報のみならず現在行われ始めている年金の支払い状況等の確認や住民票のデータ

変更などに加え、インターネット投票など今後行われる可能性のある行政サービスもマイ

ナンバーカードの利用をしていくことで、マイナンバーカードが国民にとってなくてはな

らない存在となり、利便性がより高まるだろう。 

このように、自身の健康管理を日常に溶け込ませることで、国民の健康意識が高まり必

要以上の受診を減らすことにも繋がる。国民にとってこのような便利なシステムは、マイ

ナンバーのインフラに医療情報を結びつけることで実現可能になる。 

 

２）政策提言による導入効果 

私たちの政策提言による導入効果について、国、国民、医療従事者の目線からそれぞれ

述べたい。上述している通り、私たちの理想の状態は以下である。 

 

①国民が自らの健康に対し責任を持ち、幸福度の高い社会 

②医療従事者が高品質で透明性のある医療を提供できる社会 

③国が先導となり医療制度を常に発展させることができる社会 

 

まず国民について述べたい。上述したようにマイナンバー制度のポータルサイトにより、

今までの健診データや薬剤記録などをいつでも把握することができる。そうすることで、

自身の健康状態を把握し、自ら主体的に健康に向けたアプローチをとることができるよう

になる。また、手続きの簡素化や利用にあたる負担軽減を実現することができる。さらに
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そうした仕組みを半永続的に享受し続けることや医療の質の向上により、多くの国民が健

康で長生きすることができる。 

次に医療従事者についてだ。医療従事者も国民と同様に手続きが簡素化されることによ

り、今までよりも医者本来の患者を治すための時間に使うことができる。また患者のデー

タが多く集まることにより、新しい治療方法の研究・開発などを行うことができるように

なる。また緊急時の際に１から検査するのではなく、データベースを見ることで把握する

ことができるので、効率かつ効果的な医療を実施することができるようになる。 

最後に国についてだ。国は社会保障関連事務の実施主体がサービス利用者からの添付書

類以外の所得情報や現金給付需給状況などを把握することができる。また財政面では、マ

イナンバー制度の導入により医療費の削減効果が期待される。下記の総務省試算の図を参

照されたい。マイナンバー導入により、二重投薬の回避などを行うことができる。さらに、

ＩＴ化が進むことで遠隔医療システムが実現されれば、早期退院を実現し、その効果等も

合わせて、今後約４０００億円の医療費削減を実現できるとしている。 
3薬剤においては、二重投薬以外にも効果が考えられる。マイナンバーポータルサイトに

より、薬を使っている人の声や追跡効果によって、どの薬がより効果が高いのか、ジェネ

リック医薬品でも効果があるのか、などのデータを今までよりも国と国民が詳しく把握す

ることができる。そうすることで、より質の高い医薬品の提供はもちろん、医薬品の価格

に関しても適正化が進められるはずだ。またマイナンバー制度を使った複合的なアプロー

                                                        

図 3  http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/h24_02_houkoku.pdf 

図 3 
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チから、今後のさらなる政策提言を進めていくことができる。 

最後に、国・国民・医療従事者以外にも２０４５年を目標に実現できることがある。２

０４５年に人工知能（ＡＩ）が人間を超えるシンギュラリティが起こるとも言われている。

医療においても同様の人間の人工知能への代替が進むと考えられている。ＡＩの技術進歩

するために大量の蓄積データが必要である。私たちの考える情報集約化により、ＡＩが更

に発達することで治療をＡＩができるようになるかもしれない。もしそうなれば現在言わ

れている医師不足なども解消できるであろうし、地域格差も少なくなるだろう。国が主導

して医療システムの情報化を進めることで日本も医療大国として持続可能な医療制度を供

給し続けることができるだろう。 

 

３）障壁・課題 

この政策提言を実現していくにあたっての課題・障壁となるのがマイナンバーの普及と

プライバシーの保護だ。日本においてはマイナンバーカードが普及していない。私たちの

周りには様々な行政から賦与された番号制度が存在する。住民票コード、運転免許証、健

康保険被保険者番号、基礎年金番号やパスポート番号などがその例である。今までは番号

が行政機関ごとに異なっていたため、住民票や基礎年金番号など異分野をまたぐ行政機関

の個人情報の特定に多大なるコストがかかっていた。そのため、税と社会保障の分野にお

いて個人番号制度を利用しようとする試み、すなわちマイナンバー制度が２０１５年に始

まった。マイナンバー制度が税と社会保障の利用から始まり、徐々に医療制度や住民サー

ビスに拡充することが検討されていた。 

ところが、現実としてマイナンバー制度はほとんどの国民に受け入れられていない。２

０１６年１０月時点では顔写真入りのマイナンバーカードが１０００万件しか申請されて

おらず、交付済みなのが８００万件ほどでしかなかった。全人口の８％しか普及していな

いマイナンバーカードが国民に受け入れられているとは言い難い。 

同時に、多くの個人情報が含まれるマイナンバーカードが医療情報を一括管理すること

で芋づる式の情報漏洩が起こる危険性が高まることも考えられる。究極の個人情報とも言

われる遺伝子情報が洩れれば、将来的な病気の予想などができ、差別や人権侵害につなが

りかねない。 

またマイナンバーの掲示で自分の病歴が複数人の間で共有されることに抵抗感を感じる

国民も存在するだろう。マイナンバーに関する世論調査によると、マイナンバーへの懸念

点として「個人情報が漏洩することにより、プライバシーが侵害される恐れがある。」「マ

イナンバーや個人情報の不正利用により、被害に遭う恐れがあるといった理由が約７割を

占める。このようにマイナンバーのみでも国民からの情報漏洩の不安がある中で、さらに

医療情報まで紐づけることに対して反対する国民がいるのも事実だろう。政府の不手際に

より過去には日本年金機構が外部から送信された不審メールに起因する不正アクセスによ

り約１２５万件の個人情報が流出するといった被害も起きている。 
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上記のように、日本の情報管理システムが十分に整っているとは言い難い。だからこそ、

これらの危険性をカバーするためにも今後はブロックチェーンのシステムの利用などによ

る情報管理システムの体制作りや個人データの匿名化、データの閲覧権限などについてよ

り考えていく必要がある。 

 

４）まとめ 

 私たちが提言した政策を実際に実現していくとなると、各省庁同士の弊害や医師会の反

対など到底一筋縄ではいかないことばかりだ。また、未だ完全とは言い難いプライバシー

保護の面などからも、国民の不安の声は絶えないだろう。 

 しかしリスクばかりに囚われて、このままいつまでも技術革新を拒んでいて良いのだろ

うか。メリットに期待せずリスクに囚われすぎていた長年の結果が、日本の医療のＩＣＴ

化をますます送らせているのではなかろうか。ＩＣＴ時代に生きる私たちだからこそ、多

少のリスクを冒してでも改革に臨むことが必要であると主張したい。明るい未来の持続可

能な医療システムを願って。 
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