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地域医療連携に関する

取組みの一つとして、

NTTデータは医療連携の

ためのアプリケーション

を開発している。例とし

て診療や検査の予約、患

者の紹介・逆紹介を支援

する“診療／検査予約ア

プリケーション”や、地域の慢性疾

患患者の一覧化や重症化の恐れのあ

る患者を見つけ出すための“慢性疾

病管理プログラム”がある。

「こうしたアプリケーションをク

ラウドにより提供する“医療情報連

携プラットフォーム”の実現に向け

た取組みを進めています。地域ごと

のニーズに合わせ、必要な医療連携

アプリケーションを選択していただ

く仕組みになっており、自社のアプ

リケーションに限らず、必要に応じ

て他社のアプリケーションを稼働さ

せることも想定しています。」（保

険・医療ビジネス事業本部 戦略企

画室市場開発担当高塀一成氏）

専用ルータで手軽にオンデマンド

V P N サ ー ビ ス を 利 用 可 能 な

@OnDemandにより、クラウドサー

ビスのセキュリティも確保してい

る。これらを総合して医療情報連携

ソリューションとして提供すること

により、地域医療連携ネットワーク

をIT面から支える考えだ。

医療情報連携ソリューションは複

近年、地域医療は医師や高度な医

療設備といった医療リソースの偏在

や不足、医療機関の経営状態の悪化、

医療費の増大など、さまざまな課題

を抱えている。そこで地域医療再生

に向けた議論が進められ、課題解決

の具体策として、地域医療のネット

ワークを活用した病院と診療所の診

療情報共有による連携体制の強化

や、疾病管理・受診勧奨等による患

者の重症化予防などが有効と考えら

れるようになった。

このようなネットワークは“地域

医療連携ネットワーク”と呼ばれて

おり、さまざまな医療機関や自治体

が取組みを進めている。

地域医療の課題を解決するNTTデータの
医療情報連携ソリューション

内閣官房の“新たな情報通信技術戦略”において提言されている“どこでもMY病院構想及びシームレスな地域連携医
療の実現”に向け、NTTデータは地域医療連携ネットワークを実現するプラットフォームとアプリケーションを開発し
てきた。具体的な案件も進行しており、今後は医療情報連携ソリューションによるビジネスを本格的に進める考えだ。

㈱NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部戦略企画室市場開発担当

（中央左） 課長 田中智康氏
（中央右）課長代理 木村隆文氏

（左端）シニアエキスパート 高塀一成氏
（右端）永井敦裕氏
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図1 医療情報連携プラットフォーム サービス構成イメージ
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数の案件で受注に結びついている。

一つは、ある県の地域医療連携に係

る案件で、厚生労働省の地域医療再

生基金を財源とした IT支援の施策

としては、他県に先駆けてNTTデー

タグループのソリューションが採択

された事例であった。NTTデータ

は今後この案件を足がかりに、県全

体の地域医療連携に水平展開したい

と考えている。

また、いわゆる“どこでもMY病院

構想及びシームレスな地域連携医療の

実現”に向けた実証事業として募集さ

れた10の施策に対し、NTTグループ

として関与する事案にも恵まれた。

NTTデータはこうした実案件の積

み重ねを通じて医療情報連携プラッ

トフォーム上で稼働する医療連携ア

プリケーションを充実させており、

今後は周産期医療分野等、平時から

救急医療につながるようなサービス

の展開を検討している。将来的には

医療情報連携プラットフォームを通

じ、安価で利活用しやすいサービス

の提供につなげる考えだ。

前述のような案件が受注に結びつい

た要因の一つに、NTTデータの地域

医療に関する理解の深さがある。たと

えば、現在は医療機関ごとに異なる臨

床検査情報のコード体系や基準値が地

域医療連携の課題になっているため、

医療情報連携プラットフォームは異な

る仕様の医療情報を統合化する仕組み

を備えている。臨床検査情報の標準化

という課題は以前から認識されている

が、どこでもMY病院の実現に向けた

事業の募集においてこの点に関する提

案をしたのは、NTTデータだけであ

ったという。また疾病予防などの観点

から、子供から大人になるまで医療情

報の履歴を引き継ぐことが非常に重要

である点に注目している。

「子供の医療情報を他の診療機関と

共有する場合は親の了解を得る必要

があるのですが、その子供が大人に

なった場合は本人にその権利を移行

する仕組みが必要です。どこでも

MY病院の実現にはこうした仕組み

が欠かせないと考えています。この

ように、疾病の予後を含めた病態の

理解を進めることで、適切な診療情

報の利活用を提案できるのがNTT

データの強みと考えています。」（保

険・医療ビジネス事業本部 戦略企画

室市場開発担当課長田中智康氏）

地域医療連携の分野にフォーカス

した人員はまだ多く無いものの、こ

のように診療などに関する広範囲な

知識が求められるため、人材育成に

もつながる重要な分野であると田中

氏は考えている。

NTTデータの地域医療連携に対す

る取組みは、電子カルテの導入を必ず

しも前提としない独特なものだ。医療

再生などの問題を抱える地域や自治体

は、財政不足や医療過疎といった問題

を抱えることが多く、医療機関に電子

カルテの導入を必須とするのは、過大

なものとなりかねない。「紙の紹介状

や連携パス、あるいは臨床検査情報だ

けでも、情報を共有する仕組みの導入

により地域医療の向上を図ることは可

能です。そうした今あるものを連携さ

せるような小さな取組みにより、IT

化のメリットを実感した時点で初めて

電子カルテの導入を検討し、より良い

地域連携ITネットワークが検討され

ていくことが望ましく、このようにな

るべく小さく産んで大きく育てるよう

な考え方が、提案の上では必要と考え

ています。また今後は、災害時に喪失

してしまう可能性がある診療情報をい

かに共有していくかについて、新たな

仕組みを提供することが喫緊の課題

と感じております。」（田中氏）
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図2 医療情報連携ソリューション全体像
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の大幅な削減に成

功しており、残業

時間の削減等によ

り人件費の削減に

つながっている。

システム購入費の

償却を1年で完了

する例もあるな

ど、費用対効果の

面でも好評だ。

さらに充実した

帳票、基本マスタ

の提供など、さま

ざまな特徴によ

り、レセプト院内審査支援システムと

して病院向けNo.1のシェアを誇る。

社会保険診療報酬支払基金が今年

１月に発表したサービス向上のため

の方策に“コンピュータチェックの

充実”が掲げられ、昨年９月の審査

において37.4%であった原審査査定

点数に占めるコンピュータチェック

の寄与率を2015年度には約70%に引

紙レセプトによる診療報酬請求業

務をレセプト電算処理で置き換える

ことにより、請求事務の効率化が進

められてきた。NTTデータはさら

にレセプトの点検業務を効率化する

ため、さまざまな点検支援ツールで

構成されるレセプト院内審査支援シ

ステム“レセプト博士”を 2002年

より提供している。

たとえば「病名『肝炎』患者に

『ウイルス疾患指導料』の算定がさ

れていない場合、警告する」といっ

た、算定漏れを防ぐためのチェック

をユーザーが自由に設定可能な“病

院設定チェック”が提供され、フロー

チャート方式で柔軟性の高い条件を

組み合わせた高度な設定が可能であ

る。さらに毎月提供される設定事例

を利用することにより、全てを一か

ら設定する必要もない。

他にも入院と外来をまたがった

チェックや最大６ヶ月の月をまたが

ったチェックが可能な縦覧チェック、

外来レセプトと院外処方情報（調剤

レセプト）との突合チェックといっ

た機能が提供されている。

これらの機能により、レセプト博

士を導入した医療機関では医業収入

の適正化、およびレセプト点検業務

病院向けシェアNo.1のレセプト院内審査支援
システムを一新し、より幅広いニーズに対応

レセプトの院内審査を自動化するパッケージソフトウェアとして病院向けシェアNo.1を誇る“レセプト博士”。
NTTデータはその商品体系を一新し、さまざまな新機能も追加した新バージョン“レセプト博士NEO”の提供を今
年4月から開始している。

㈱NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部　医療事業部
医療ソリューション統括部医療情報ネットワーク担当

（左端） 課長 柴健一郎氏
（右端）古川英利氏

㈱NTTデータアイ医療福祉事業部病院情報担当

（中央左）課長 福井ひとみ氏
（中央右）課長代理 矢沢光芳氏

図1 レセプト博士NEOの運用イメージ
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き上げるという数値目標も設定

された。このような背景から、

医療機関が精度の高いチェック

を行うための院内審査システム

に対する需要が高まっている。

そこでNTTデータは今年 5

月、こうした審査動向にいち

早く対応させた新バージョン、

“レセプト博士NEO”（図１）

の提供を開始した。

審査支払機関の新たな審査動

向のうち、“縦覧点検”や“院

外処方との突合点検”のほか、

今後予定されている“ワープロ

病名の使用禁止”に向けた対策

として“ワープロ病名変換ツール”

を搭載するなど従来バージョンで既

に対応しており、レセプト博士NEO

では他にさまざまな機能強化、新機

能の追加が行われている。

チェック速度の向上

従来製品と比較して20～30％改

善しており、更なる速度アップに向

けて現在も開発が進められている。

ガイダンス機能の搭載

使用中の画面に連動するヘルプ表

示機能に加え、説明ガイドを表示

（図２）することによりパソコンの

操作が苦手な人でも分りやすく使え

るようになった。

DPC機能の強化

従来からサポートしているフォー

マットチェック、算定チェック、疾

患チェック、コーディングデータの

整合性チェックに加え、D P C

（Diagnosis Procedure Combination）

のコーディングデータに基づいた診

断群分類の妥当性チェック機能が今

年８月から提供される予定だ。

各種統計機能の搭載

レセプトデータや返戻レセプトデ

ータを基に、病院経営に役立つ各種

統計の出力及び集計を行う機能が今

年８月より、PREMIUMからFor

Clinicまで全てのラインナップで利

用可能になる予定だ。

歯科レセプトへの対応

今年度中に歯科レセプトのチェッ

クにも対応することが予定されてい

る。フォーマットチェックをはじめ

算定チェック、疾患チェックについ

ても順次対応を予定している。

レセプト博士NEOではこれまでと

異なり、DPC請求の対象となる中～

大規模病院向けの“PREMIUM”、

DPC請求を行っていない一般病院向

けの“STANDARD”、無床医科診

療所向けの“For Clinic”という３

つのラインナップが提供される。

「レセプト博士は比較的規模の大

きい医療機関を中心に約2,000の医

療機関で導入していただきました

が、レセプト博士NEOでは医療機

関の規模や特性に応じた３つの商品

を用意することにより、さらに多く

の医療機関にお使いいただきやすくな

っています。無床医科診療所のよう

に規模の小さい医療機関にも積極的

にアプローチし、2013年度までに

10,000ユーザーの獲得を目標にして

います。」（保険・医療ビジネス事業

本部 医療事業部 医療ソリューショ

ン統括部 医療情報ネットワーク担

当課長柴健一郎氏）
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従来のヘルプ機能から、より分かりやすく、 

パソコン操作が苦手な人でも簡単にレセプト博士 

を活用することが可能に。 

図2 ガイダンス機能により誰でも使いやすい
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格化を製薬会社に求

めている。

さらに外資系製薬会

社による新薬が増えて

いることもあり、PMS

のニーズは増加が見込

まれている。PMS業

務の電子化も始まって

いるものの、EDCの利

用率は治験における約

70%に対し約20%程度

と低く、紙ベースがまだ主流である。

加えてPMSの場合は関係する医療機

関の数や扱う症例数が多いこと、ま

た調査実施期間が長いといった要素

もあることから、今後の市場拡大が

予測されている。

こうした背景からNTTデータは、

米国DATATRAK社との提携により国

内で提供しているEDCソリューショ

ンDATATRAK eClinicalTMをPMS業務

に対応させる作業を進めている。

開発はDATATRAK社が行うもの

の、PMSへの対応に関する要件定

義などはNTTデータ 保険・医療ビ

ジネス事業本部 医療事業部が行っ

ている。その見通しについてライフ

サイエンス担当課長代理の関根 志

光氏は次のように語る。

「PMSも症例のデータを扱うとい

う点では変りなく、基本的にはEDC

向けのソリューションを利用可能と

考えています。しかしPMSには日本

独特の要件や規制があるため、弊社

海外と日本における新薬承認の時

間差、いわゆるドラッグ・ラグが長

年問題となっている。そのため海外

で行われた治験データの利用を認め

るなどの対策が取られ、治験にかか

る時間の短縮、さらには新薬承認ま

での時間短縮が可能になり、新薬の

数は増加傾向にある。ただし海外の

治験データが増える一方では日本人

にとって本当に安全であるかという

不安が残る。そこで厚生労働省は製

造販売後調査（Post Marketing

Surveillance、以下PMS）を薬事

法にて義務づけており、新薬販売後

の副作用や有効性に関する調査の厳

DATATRAK eClinicalTMを「製造販売後調
査（PMS）」に対応させ、EDCビジネスを拡大

米国DATATRAK社と提携し、治験データを電子的に収集・管理するためのEDC(Electrical Data Capture)ソリュー
ション、DATATRAK eClinicalTMを日本で提供しているNTTデータは、新たな展開としてPMS（製造販売後調査）
への対応に取り組んでいる。
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図1 新薬がつくられてから使用されるまでの主なプロセス
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で要件をまとめてDATATRAK社に

伝えています。昨年から各製薬会社

やCRO（医薬品開発業務受託機関）

に対するヒヤリングを進める中で、

既存のPMS製品に対する要望や課題

もわかってきました。これらを解決

する形で機能を実装することにより、

多くのPMS案件獲得につながるので

はないかと考えています。早ければ

年内にも開発を終え、年明けには

ファーストユーザーへのサービス提

供を開始できることを期待し、作業

を進めています。」

米国で開発されているASP型の

サービスということで、この作業に

は独特の苦労もあると、同担当 主

任の金子直美氏は語る。

「現場でデータ入力を行う多忙な

医師の負担が少しでも減るように、

使い易い機能やUIを目指していま

すが、ASPサービスであるため、

個別のSIとは異なり多くのユーザー

の要望を満たすよう、うまくバラン

スを取りながら要件をまとめる必要

があります。また、対等な関係のな

かで作業を進めていることもあり、

オフショア開発とは違う難しさを伴

いますが、日本独特の要件を言葉や

時差の壁を乗り越えつつ、正確に提

携先のDATATRAK社に理解しても

らうよう努力しています。」

NTTデータは国内大手４社を含

む５社のCROと提携して連携を深

めており、現在では国内の製薬会社

７社による合計約 50以上の治験に

おいてDATATRAK eClinicalTMが

利用されている。PMS市場への展

開についても同様にCROとの協力

関係が重要であると、ライフサイエ

ンス担当課長 柴田 武文氏は語る。

「EDCの導入が進んでいる治験の分

野と異なり、PMSへのEDC利用は

まだこれからの分野です。有望な市

場で競争も激しいため、弊社単独の

営業活動ではなく、CROの力も必

要です。CROとしてもPMSの業務

受 託 に は 注 目 し て お り 、

DATATRAK eClinicalTMだけで治

験とPMSという二つの業務に対応

する点を製薬会社に訴求できるとい

う点は、ビジネスを展開する上でメ

リットになると考えています。」

近年は海外で治験を実施する製薬

会社が増えており、そのために

DATATRAK eClinicalTMを使いた

いという具体的な引き合いが増えて

いるという。もともと米国企業が開

発した製品である D A T A T R A K

eClinicalTMはグローバル展開に向

いていることに加え、グローバル展

開を進めるNTTデータグループの

戦略にも合うため、今後こうした顧

客の支援を進めたい考えだ。展開先

としては市場の拡大が見込まれる中

国などが想定されている。

PMS対応に伴う機能追加のほか、

DATATRAK eClinicalTMの治験に

関する機能改善も随時行われてい

る。今後もさらに機能を充実させる

とともに、将来的には他のソリュー

ションとの連携も視野に入れている

と関根氏は語る。

「治験の分野では、新薬の開発が活

発化している抗がん剤の治験に使い易

い機能の強化を進めており、今後の柱

の一つとしたいと考えています。また

PMSは一般診療の現場で、医師が処

方する新薬の調査を行う業務であるこ

とから、将来的には電子カルテや地域

医療連携といった分野と連携すること

も視野に入れ、NTTデータの強みと

していくことも考えています。」
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保険
医療

ず情報収集を行いま

す。こうした現場にIT

を導入することはまだ

難しいのですが、集め

た情報をまとめて分析

する段階ではデータ

ベースが不可欠です。

このように、経済や医

療の水準に関わらず、

医療の分野におけるIT

化のニーズはあらゆる

ところにあるというこ

とがわかってきました。」（戦略企画

室課長櫻木智江氏）

現在はASEANを中心に、各国や地

域におけるニーズを調査している（図

２）。今後どのようにIT化を展開すべ

きか、その際の課題はどこにあるのか、

どのような課題解決の方法があるのか

といった、医療政策の提言に結びつく

ような調査を進める予定であり、戦略

企画室ではこうした活動がASEAN諸

国におけるヘルスケア分野のIT化に

つながることを期待している。

医療政策提言のための調査におい

て、関わりを持つ審議委員等にはド

クターが多いが、調査を担当するチ

ームには博士号を取得している櫻木

氏やNTTデータ・アイの岸本氏が

在籍しており、対等に議論できる体

制を整えている。

NTTデータはこれまで日本の医

ヘルスケア分野における IT活用

についてもグローバル展開を進めた

いNTTデータは、保険・医療ビジネ

ス事業本部に設置されている戦略企

画室が海外のニーズを調査、分析し、

サービス展開の可能性を探っている。

「医師が一人で運営する小さな診

療所であっても、医療機関への IT

導入は避けて通れません。まだ医療

制度が十分に整っていないような国

においても、医療政策を考える場面

において ITが必要です。開発途上

国の保健政策決定強化目的としたヘ

ルス・メトリクス・ネットワークと

いう国際的なフレームワークがある

のですが、どういった医療が必要で

あるかという方針を決めるため、ま

グループの総力をあげグローバル市場の
ニーズに対応

国内ではヘルスケア分野のIT活用においてもさまざまな実績を誇るNTTデータ。グローバル市場においてもヘルス
ケア事業の展開を強化すべく、海外の各地域におけるニーズを調査し、具体的な展開の方法を検討している。

（左）㈱NTTデータ国際事業本部国際ビジネスユニット
セールスコラボレーション担当部長 新倉陽子氏
（中央） ㈱NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部

戦略企画室課長博士（医学） 櫻木智江氏
（右）NTTデータ・アイ㈱医療福祉事業部

営業支援担当主任博士（工学） 岸本純子氏
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図1 海外のヘルスケア分野におけるさまざまなIT化のニーズ
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療制度や医療形態に合わせ、顧客の

ニーズを踏まえたさまざまなソリュー

ションを開発してきた。しかし国に

よって医療制度も異なるため、その

ままグローバル市場に展開していく

ことは難しい。

一方で同社は海外にも多くのグルー

プ会社があり、現地で独自にヘルス

ケアソリューションを展開している

会社も少なくない。グローバル市場

に展開していくには、こうした会社

のソリューションをうまく組み合わ

せていくことがまず考えられる。ま

たグループ会社が増えたことにより

開発力も向上しているため、それを

活かして新たなソリューションを開

発していくことも選択肢の一つだ。

NTTグループは2013年の売上げ

目標として3,000億円を掲げており、

M&Aにより海外のグループ会社も

増えているが、そうした会社がそれ

ぞれの国や地域の中で従来からの顧

客に閉じて事業を展開していたので

は、売上げの増加にも限界がある。

そこでM&A後の経営統合の過程に

おいて、全ての国や地域を横断して

各社がどのようなソリューションを

展開し、今後どのようなビジネス展

開が可能であるかという分析、検討

を国際事業本部の国際ビジネスユニッ

トが進めている。

こうした背景から、戦略企画室で

は国際事業本部との連携を密にして

いる。この連携が、ヘルスケア分野

のグローバル展開における重要性に

ついて、国際事業本部の国際ビジネ

スユニット セールスコラボレーショ

ン担当部長 新倉 陽子氏は次のよう

に語る。

「世界各国に支店を持つような顧

客に対し、NTTデータグループと

して営業を展開することは今までな

かなか難しかったのですが、今後は

そうした取組みを進める考えです。

グループ会社がアカウントしている

外資系企業の中には製薬や医療系の

ITベンダーがありますので、そう

した企業とのビジネスを増やしてい

きたいのですが、そのためには保

険・医療ビジネス事業本部との連携

が必要です。また、同事業本部が進

める海外市場の調査を受け、それを

ビジネスにつなげるためには、グルー

プの海外現地法人による現地での営

業活動が重要です。そうした点から

も連携が重要なのです。」

海外ではヘルスケア事業はビジネ

スの側面が強いため、収益を上げる

ための提案や、ERPやSAP、BIと

いった一般の企業に提供するような

ソリューションの導入といったビジ

ネス展開を強化する。また、APAC

（アジア太平洋）ではこれから医療

インフラを整えていく段階の国もあ

るため、欧米で提供している安価な

パッケージを現地のグループ会社で

安価にローカライズするスキーム作

りが検討されている。

国内市場において非常に高い認知

度を誇るNTTデータだが、国際的

にも同様のステータスを得るべく、

ヘルスケア事業を展開していきたい

と櫻木氏は語る。

「ヘルスケア分野におけるIT化の

ニーズがあれば、それが世界中のど

こであってもグループが持つソリュー

ションの中から最適なものを選び出

して提案していきます。そして『ヘ

ルスケアの ITならNTTデータ』と

言われるようになることを目標に、

グループの総力をあげて取組みを進

めたいと考えています。」
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