医療のIT化 最新動向

「レセプト請求オンライン化の現状」
医療関係者へのインタビューを通して「 レセプト請求オンライン義務化 」を追った、
2009 年 7月から2010 年 5月までの連載記事を一挙に紹介する。
現行政権では完全義務化は撤廃されたものの、当時の状況を振り返ると
「医療分野のIT化」に対する障壁が幾つも顕在化してきたことが伺える。
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東京都医師会の理事に聞く
「レセプトオンライン請求義務化の現状と課題」
医療業界にとって、2011年4月までにすべての医療機関に適用される「レセプトのオンライン請求義務化」は重要な
テーマだ。
しかし、そこには幾つかの課題がある。その現状を東京都医師会の大橋理事に聞いた。
翁長 潤，TechTargetジャパン

日本政府の高度情報通信ネットワーク社会推進本部（IT戦略
2011年4月から、病院、診療所、調剤薬局などのすべての
本部）が2006年1月に発表した、ITを活用して構造改革を支
保険医療機関に対して、
レセプト
（診療・調剤報酬明細書）のオン
援する国家戦略「IT新改革戦略」では、医療分野における情報
ライン請求が原則義務化される（2006年4月10日施行「厚
化インフラの整備 が重点項目として掲げられた。現在、医療情
生労働省令111号」）。現在、医療機関の病床数やIT環境の整
備状況に応じて、段階的な適用が開始されている。医療機関は、 報システム間の情報連携の標準化、公開鍵およびデータベー
ス基盤の整備などの施策が進められている。
支払審査機関に診療報酬を請求する際に、専用ネットワーク回
その中でも、すべての医療機関や被保険者がかかわるレセプ
線を介した電子データによるレセプトの提出が求められる。
これにより、従来レセプトを手書きで作成・提出していた医療 トのオンライン請求義務化は、非常に重要なテーマだ。
しかし、この義務化には幾つかの課題がある。被保険者ごと
機関でも、その規模や提出枚数に関係なく、
レセプトコンピュー
タ（以下、
レセコン）および専用回線用のネットワーク機器など に1カ月単位で作成されるレセプトには、被保険者の氏名や傷
病名などの個人情報、医療機関名や処置状況といった診療情
の ITシステムの導入が必須となる。
診療報酬の流れ

被保険者（患者）
健康診断
サービスなど

診療サービス
自己負担金の
支払い

保険料の
納付

保険医療機関
（病院・診療所）
カルテ・レセプト作成

保険者
（健康保険組合・
社会保険庁・市町村）

診療報酬の
請求

審査分の
請求

月締め
（翌月10口が請求期限）

診療報酬の
支払い

支払審査機関
（診療報酬支払基金・
国民健康保険団体連合会）

報が記載されている。そのため、そうした機密情報の漏えい事
故を不安視する声がある。
また、医療機関にIT機器の導入・運用コストを自己負担させ
る点も問題視されている。実際、
「 医療機関の営業の自由や被
保険者のプライバシーなどが侵害され、憲法違反に当たる」と
して、全国各地の医療従事者から日本政府を相手にした訴訟が
起きている。
さらに、日本医師会から日本政府（厚生労働省）に対して、猶
予期限の延長や導入支援策を提言する中間答申（※）が提出さ
れるなど、医療現場からの反発は強い。
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請求金額の
支払い

※ 日本医師会のIT調査委員会が2009年1月に発表した「平成20・21年度医
療IT委員会 中間答申『レセプトオンライン請求義務化について』」。

果たして、
レセプトのオンライン請求義務化は計画通りに遂
行されるのだろうか。
本連載では医療関係者へのインタビューを通して、その現状
や課題を探る。今回は、東京都医師会の医療情報部署の主任理
事である大橋克洋氏（大橋産科・婦人科医院長）
に話を聞いた。
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IT化推進の立場でも「オンライン化の強制はナンセンスだ」
大橋氏は、20年以上前に自ら電子カルテシステムの開発に
取り組み、医療のIT化 を実践してきた医師である。また、日本
医師会のIT化推進検討委員
会委員長や地域医療連携シ
ステム「HOT project」の責
任者を務めるなど、医療分野
におけるIT化を推進する活
動にも携わっている。
IT化推進派である同氏だ
が、今回のレセプトのオンラ
イン請求義務化については
「時期尚早だ」と指摘する。
さらに「 今 回 の 制 度 変 更 の
「医療のIT化を推進する立場上、
自身の診療所では6年前にレセコ
一 番 の 目 的は、受け取り側
ンを導入した」と語る大橋氏
の効率化を図ること。そのた
めに現場に余計な負担を強
いている。本来、強制適用すること自体がナンセンスだ」と語る。
現場の医療機関に無駄なコストを強いている
前述した中間答申によると、全国約1万3000の医療機関が
手書きでレセプトを作成しているという。また、従来電子化され
たレセプトはCD-RやMO、
FDなどの記憶媒体によって支払審査
機関へ提出されているが、オンライン化されても提出するデー
タの内容自体は変わらず、その提出方法が異なるだけだ。

義務化されると新たにレセコンを導入しなければならない。そ
の場合は、
「 初期費用として、
どんなに安くても20〜30万円が
掛かり、さらに月々の維持費も必要になる」のだ。
また、既にレセコンを保有していても、それがオンライン接続
に対応していない機種であれば、結局は対応するレセコンに買
い替えたり、機能を追加したりする必要がある。さらに、その接
続の初期設定を一般の診療所が自力で行うことは難しいため、
結局はベンダーに委託することになり、当然その分のコストも
自己負担となる。
オンライン化で得をするのは誰か？
「現場で一番困っているのは、
レセコンを必要としない小規
模な診療所の高齢の医師」
（大橋氏）
東京都医師会が2009年2月に開催した「医療とITシンポジ
ウム」では、参加した医師から「レセコンを必要としない施設に
まで、なぜ強制するのか」という意見が多く挙がったという。
大橋氏は、自身の経験から「提出枚数がそれほど多くない診
療所では、
レセプトを手書き作成する場合でも工夫を施せば、
十分に効率的な作業が可能」と語る。そうした診療所にとって
みれば、月1回のレセプト請求処理のために、専用端末の導入
や回線を敷設することが「余計な負担」と受け取られても仕方
がないだろう。

また、オンライン化を強制することは、現場の医師に設備費
用面での負担を課すだけではない。既にレセコンを導入してい
れば、それに基づいた業務フローができている。
しかし、ITリテ
ラシーが高くない高齢の医師にとって「IT化による業務改善の
労力や心理的な負担は大きい」と同氏は指摘する。特に小規模
な医療機関では、医療事務処理を専門の事務員が手作業で行
レセコン
大橋氏によると、手書きレセプトを提出している医療機関の っていることが多い。そのためシステム導入の際には、
の操作に関するトレーニングやレセコンを操作できる人員の確
多くは、
1カ月当たりのレセプト処理数が200件以内で済んでお
り、専用端末を導入しなくても対応できているという。しかし、 保などを考慮する必要もある。
「最終的に受け取る際に電子化されていればよい。その途中
過程においては、手作業でも問題ないはずだ。すべての手順を
IT化する必要はなく、医療機関に無駄な労力やコストを掛けさ
せるべきではない」
（大橋氏）

オンライン義務化の適用スケジュール（※2009年6月時点）
義務化年月

該当医療機関

2008年 4 月1日

レセコンで電子データによる請求を行っている医科医院（400床以上）

2009年 4 月1日

レセコンで電子データによる請求を行っている医科医院（400床未満）
レセコンのある調剤薬局

2010年 4 月1日

レセコンがあり、電子データによる請求を行っていない病院レセコンが
ある診療所

2011年 4 月1日

レセコンがない医科医院
レセコンがない医科診療所
歯科医院および診療所
レセコンがない調剤薬局

2010年 4 月1日から
2年以内で別に定める日

2009 年 4 月 1 日時点で現存する医療機関でレセコンがなく、
月間平均請求件数が医科・調剤薬局で 100 件以下、50 件以下の歯科
（※少数該当要件医療機関）
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う基準を設けるなどの対策を打ってもよいのではないだろうか」
と提言する。例えば、すべてのレセコンにオンライン対応機能が
搭載されていれば、現在使用されているレセコンの減価償却や
リース期間の終了に伴い、自然にオンライン対応の機器に切り
替えることが可能となる。

実際に、東京都医師会のアンケート調査では「オンライン化
を機に 廃院を検討している診療所 が14％もある」という結
果も出ている。
また大橋氏は、さまざまなIT化推進活動に携わってきた経験
から「徹底したセキュリティ対策が重要」と指摘する。
しかし、
「ど
んなにセキュリティを強化したとしても、実際の運用面での情
報漏えいが起こる可能性は高い」との見解を示している。多く
の機密情報が記載されているレセプトのデータが大量に流出
する事故が発生した場合、被保険者自身や取り扱っている医療
機関に及ぶ被害は計り知れないだろう。そのため、大橋氏は「レ
セプトのオンライン請求義務化は、支払審査機関や製品ベンダ
ーだけがそのメリットを享受し、
現場の医療機関や患者が楽に
なるとは決して思えない」というのだ。

「一番無理がないのは、地上デジタルテレビ放送のような 自
然発生的な切り替え だ。テレビと同様に、いずれレセコンを買
い替えるときは必ず来る」
（大橋氏）
レセコンのリプレースを待つ案については、日本医師会の医
療IT委員会も同様の考えを持っており、前述した中間答申では
「2013年程度にまで期限延長をするべき」という意見を述べ
ている。
医療のIT化 の今後
大橋氏によると、医療の現場で最も悩ましい問題は「患者と
のコミュニケーションがうま
くいかないことによるトラブ
ルが発生していること」。そ
の解消のためにも、同氏は「
ITを活用して、医療と社会を
結び付けるようにしたい」と
今後も推進活動を続けてい
くという。

オンライン化の対応状況
現在、
オンライン化の対応状況はどうなっているのだろうか？
東京都医師会によると、東京都の医療機関の8割以上にレセ
コンが導入されているという。また、オンライン化への対応状
況については、既に義務化の対象となっている病院では進んで
いるが、
まだ猶予がある診療所での先行導入はほとんど進んで
いないようだ。
大橋氏も自身の診療所でオンライン化対応を進めているが、
「委託されたベンダーが急増する需要に追い付いておらず、、な
かなか進展しない」という。

また日本 医 師 会では、医
療のIT化や医療情報の標準
化を進めるための研究事業
「誰のために、何のために、ITを活
プロジェクト「ORCAプロジ
用するのかを見極めてほしい」
（大橋氏）
ェクト」において、
レセコン用
に開 発したプログラムやデ
ータベースを無償で公開するなど、医療現場のIT化による負担
を低減させる活動を独自に行っている。
レセプトのオンライン請求義務化に限らず、多くの利害関係
者がかかわる制度変更では 現場の理解と協力 が得られなけ
れば、その実現は難しい。
しかし、そうした歩み寄りがなされて
いないのが現状のようだ。

地デジのような 自然発生的な切り替え を
大橋氏は「われわれは、
レセプトオンライン化そのものを否
定しているわけではない。現場に強制させようとする方針に対
して異議を唱えている」と説明する。
また、
「 医療機関の世代交代が進み、医療のIT化の波は今後
も止まることはない」とも語る。特に、若い世代の医師の中では
電子カルテの導入が進んでおり、手書きレセプトを提出する件
数が今後増えるとは考えられないからだ。
その上で大橋氏は「日本政府は、現場への強制力を働かせる
前に、導入を促進させる環境を整備する必要がある。これから
生産するレセコンには すべてオンライン機能を搭載する とい

http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0907/06/news01.html
（2009年7月公開）

東京都支払基金における医科の形態別のレセプト請求状況（2008年11月受付分）
電算化区分

医療機関数

割合（％）

2359

20.4

1085066

24.3

373

3.2

809914

18.1

参加計

2732

23.7

1894980

42.4

未参加

紙レセプト

7309

63.3

2443018

54.7

未参加

電子媒体

1505

13

127835

2.9

レセ電区分
電子媒体

電算化

手書き
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参加

オンライン

受付件数

割合（％）
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導入事例が示す、
レセプトオンライン化対応の 理想と現実
医療現場からの反発が根強い「レセプトオンライン請求の義務化」。特にその費用を医療機関に負わせている点が批
判を浴びている。実際にはどれくらい掛かるのだろうか？ 対応を進めている診療所の医師に話を聞いた。
翁長 潤，TechTargetジャパン

医療機関が用意すべきものとは？
これからオンライン化対応が必要になる医療機関は、現在の
IT環境に応じて以下の3つのパターンが想定される。
（1）手書きで紙のレセプトを作成して、審査支払審査機関に提出
（2）
レセプトコンピュータ
（以下、
レセコン）で電算処理したものを
紙で出力して提出
（3）
レセコンで電算処理したものを電子媒体に保存して提出

まず医療機関は、審査支払機関に「電子情報処理組織の使用
による費用の請求に関する届出」
「電子証明書発行依頼書」
（※）
を提出し、厚生労働省が進める3つの接続方式から回線接続を
選択して回線事業者に申し込む。
※

電子証明書発行依頼書は、支払基金にのみ提出する。

上記のいずれのパターンでも、最終的には「レセコンで電算
処理したデータを専用のネットワーク回線に接続し、審査支払
機関に送信する」ことが義務付けられている。各医療機関は、自
身の環境に足りないものを今後補っていく必要がある。
「電子情報処理組織の使用に
よる費用の請求に関する届出」

社会保険診療報酬支払基金（以下、支払基金）は、その特設
サイト上で各医療機関に向けてオンライン化のために用意する
ものやその対応手順を紹介している。

「電子証明書発行依頼書」

その後、支払基金から届く送信用ソフトウェアを送信用端末
にインストールし、ユーザー設定情報（オンライン接続時に使
用する利用者IDとそのパスワード）を用いて設定作業を行い、
支払機関との導通試験を実施する。さらに、必要に応じて医療
事務員へのトレーニングや確認試験を実施した後、実際に請求
を開始するという流れだ。

準備するもの
（1）
オンライン請求（送信）用PC端末
（2）専用回線の敷設（以下の3つから選択）
・ISDNのダイヤルアップ接続方式
・IP-VPN接続方式
・IPsecとIKEを組み合わせたインターネット接続方式（※）
（3）送信用ソフトウェア
（支払基金から送られる設定ツールなど）
（4）電子証明書（3年間有効）
（※）IPsec：IPによる暗号通信のための標準プロトコル。IKE：IPsecで使用される
鍵交換プロトコル。

レセプトオンライン請求化対応への流れ
N - 2月

N - 1月

20日まで

12 〜15日ごろ

① 届出書類の提出

② 設定ツールなど
が到着

審査支払機関へ届出
書類を提出
「電子情報処理組織
の使用による費用の
請求に関する届出」
「電子証明書発行
依頼書」
（支払基金のみへ提出）

回線接続申し込み

N月（請求開始月）

15 〜月末
③設定作業

5 〜10日ごろ
⑤オンライン
請求開始

オンライン請求用PC
への設定作業後、
導通試験を実施する

5日よりオンラインに
よる請求を開始でき
ます

ユーザー設定情報
（ ID／パスワード）

送信用ソフトウェア
のインストール

受付・事務点検 ASP

セットアップCD-ROM
（ 送信用ソフトウェア・
操作手順書）

電子証明書
ダウンロード

支払基金から送付

回線開通

導通試験

④確認試験
（任意実施）
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想定金額

オンライン化のモデルケース
オンライン請求用端末

初期コスト

約10万円

電子媒体用ドライブ
（端末に付属されている場合は不要）

約 1万円

電子証明書発行料

4000円

ネットワーク回線接続に掛かる費用
合
運用コスト

約2 万8000 円

計

約14 万2000円

IP - VPN接続の場合（回線種類によって異なる）

約 6000円

を利用することで
「通常の導入費用よ
りも2割安く済む」
と
いう。
同医院では、
まず
今回の義務化では「医療機関にその導入・運用コストを自己
2 0 0 9 年 7 月に支
負担させる」点を批判する声が挙がっている。また、機器の導入
払基金へ申請書類
コストが実際にはモデルケースの何倍も掛かるともいわれてい
を送 付した。また、
る。こうした批判を受けて、厚生労働省は導入が難しい医療機
同 年 8 月に支 払 基
関に対する支援策として、2009年度一次補正予算での補助
金 から 送ら れるオ
金の拠出や代行請求サービスの利用などで対応する予定だ。
ン ラ イ ン キットを
東京都医師会の理事にオンライン化対応の課題を聞いた前
日本橋形成外科のオンライン化対応
セ ット ア ッ プ し 、
回に続き、今回は実際に対応を進めている「日本橋形成外科・皮
スケジュール
フ科・美容外科」にその対応に掛かる費用について話を聞いた。 I P - V P N 接 続 のた
めの回線工事を実
また、同医院から対応を委託された中央ビジコムの担当者に導
施する。そ の 後 、導 通 試 験と事 務 員 へ のサポートを受けて、
入のポイントや現在の市場動向を聞いた。
2009年9月請求分（2009年8月の診療報酬）から対応する
予定だという。森岡医師によると、オンライン化で掛かった費用
診療所の導入事例：日本橋形成外科・皮フ科・美容外科
は「すべての工事費を合わせて20万円」になる。
日本橋形成外科・皮フ科・美容外科では、3年前に開業した当
取材前に想定したよりも「安価でかつ短期間でその対応が進
初から三 洋 電 機 の
んでいる」という印象を受けた。導入に際して困った点はない
診療所用レセコン「
Medicom-MC/X」 のだろうか？ 森岡医師は「回線接続の設定のために、余計な
コスト負担を強いられた」と語る。
を使用している。レ
同医院では、オンライン化対応で院内のネットワーク環境の
セコンで計算したレ
セプトを紙に出力し、 変更を余儀なくされている。森岡医師は開業時に「いずれオン
ライン化されるだろう」と考えてLANケーブルを敷設し、運用
所 属する日本 橋 医
コストが安価なUSENの光ファイバー、IP電話、
コピー機をセッ
師 会 に 提 出 。医 師
しかし、支払基金から指定された
会は審査支払機関 トでリース契約を結んでいた。
のは「NTT回線のみ」だったため、院内のネットワーク環境をす
に一 括 で 請 求して
べてNTT回線に切り替える必要に迫られた。その場合は月々
いる。
日本橋形成外科・皮フ科・美容外科の森岡医師
の通信費が増えるだけでなく、電話番号も変更せざるを得なく
現 在 、同 医 院 で
なる。幸いFAXがNTT回線であったのでADSLルータを用い
は月に平均300〜
て、FAX回線からレセコンへ接続させることで対応した。それ
400件のレセプトを作成しているという。既にレセコンを導入
でも「月々数千円の通信費の増加は避けられない」という。
しているので先述の「2. レセコンで電算処理したものを紙で出
力して提出」のパターンに該当し、2010年4月までに対応する
現場の医師が考えるオンライン化のメリットとは？
ことが義務付けられている。
森岡医師はオンライン化されるメリットについて「支払請求
処理が高速化され、診療報酬の返戻処理の問題が解消される」
国際医療活動にも従事する同医院の森岡大地医師は、導入
点を挙げている。
を開始した理由を「海外出張が多いため、早めに導入しようと
同医師によると、退職による社会保険から国民健康保険への
考えた。また、中央ビジコムが展開する早期導入キャンペーン
切り替え、転職による健康保険組合の変更など「保険の切り替
を活用したかったからだ」と語る。同医院ではそのキャンペーン
実際、オンライン請求化対応にはどれくらいの費用が掛かる
のだろうか？ 支払基金のサイトでは、導入費用に関するモデ
ルケースが紹介されている。
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え時期に診療を受ける被保険者が意外に多い」という。この場
合、現行では数カ月から半年遅れで支払基金から差し戻され、
医療機関は患者に再度確認を求める必要がある。患者から新し
い保険情報をもらって再請求すると、さらに数カ月の期間を要
することもある。
レセプト請求がオンライン化されると、
「レセプトの受付時間
延長」や「事前チェック」などの一般的なメリットのほかに、診療
報酬の審査や返戻、再請求問題を早期に解消することが可能に
なる。
経営視点で見るとデメリットもある
しかし、政府の「医療機関への負担はそれほどない」という見
解に対しては、森岡医師は「実際にはそんなことはない」と断言
する。
厚生労働省はレセコン導入の支援策として、診療報酬に「電
子化加算」点数を付与している。レセコンを導入している病院
および診療所は、初診時の診療報酬1件につき3点（1点＝10
円）が加算される。しかし、森岡医師によると「これは実質的な
サポートにはならない」というのだ。
同医院では、1カ月で平均150人の初診患者が訪れる。電子
化で加算される診療報酬は、1カ月で平均4500円になる。前
述した支払基金のモデルケースの1カ月の通信費が「約6000
円」だと、結果的には月々の運用コストを補えないという試算が
出る。
さらに「ある美容外科の診療所では、
コストパフォーマンスを
考えて保険診療をやめ、自由診療のみに切り替えることを検討
している」という。これは自由診療だけでも経営可能な専門分
野での特殊なケースかもしれない。
しかし今回の義務化は、医
療機関の経営方針を変える影響力を持つことを示していると
もいえる。
現場とのギャップは大きい
森岡医師は「行政側と医療現場とのギャップは大きい。コン
ピュータを使ったこ
とがな い 医 師 も 多
くいる。医療費の抑
制や業務効率化の
ための 施 策 の選択
肢の1つとしては良
いだろうが、完全義
務 化 する必 要 性を
感じない。現場はか
なり困惑している」
と語る。
「高齢の医師の
「医療保険制度の二重化の解消といった 抜本
中には
必要最低限
的な制度改革 が必要。これにより、
オンライ
ン化を強制しなくても、診療報酬の返戻問題
の 暮らしが で き れ
など解決できることが多いだろう」
（森岡医師）
ばいい という考え
で、今までのかかり
つけの患者のためだけに医療に従事したいという人もいる。今
回の義務化によって、
こうした想いが絶たれてしまうこともある。
本当に切実な問題だ」
（森岡医師）

森岡医師のこのコメントから、本制度が現場の医師からどれ
だけ敬遠されている状況にあるかが分かる。また、それらの医
療機関で保険診療を受けていた被保険者の立場はどうなるの
だろうか。
システム導入のポイントとは？
また森岡医師は「オンライン化に当たっては、
コンサルティン
グを含めた医療機器ベンダーの支援が不可欠だ」と語る。そこ
で、今回対応を委託された中央ビジコムの担当者にその導入ポ
イントを聞いた。
中央ビジコムの東
京東営業所サポート
課の係長、大野和幸
氏は、支払基金が提
示しているように通
常 は 2 、3カ月でオ
ンライン化に対応し
ているが、
「医療機
関によっては大幅に
予 定 が 遅 れる場 合
中央ビジコムの大野氏
もある」と語る。
そ の 理 由につ い
て大野氏は「支払基金側の点数計算処理を可能にするために、
レセプトデータのコード体系を整備する必要があるから」と説
明する。
医療機関が手書きで作成したレセプトは、実際の疾病名や診
療行為、薬剤名などを記載している。
しかし、
レセコンを導入し
て電算化すると、それらすべてをコード（数値）に切り替えなけ
ればならない。
また、既にレセコンを導入している場合でも、オンライン請求
する際には厚生労働省が指定するマスター規格に基づいたコー
ドを付加する必要がある。レセコンの多くは各社が独自で管理
しているコードを持っており、医療機関によってはその管理様
式が異なる。そのため、ベンダーが医師と連携してマスターの
項目の洗い出しやそのすり合わせなどの作業を行わなければ
ならないのだ。
中 央ビジコム の
販売支援部の次長、
坂下栄 光氏 は「 特
に、
疾病名のコード
を置き換 える作 業
が難しく、かなりの
時間を要する」と指
摘する。国際的な統
一規格「ICD10」
（※）
の 疾 病 名に合わせ
る必 要 が あ る から
中央ビジコムの坂下氏
だ。
また同氏は、
「診
療科目が多い医科
病院では取り扱う項目数が多いため、
コード体系の整備に掛か
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る工数を考慮する必要がある」と説明する。
※

ICD10：WHO（世界保健機関）が発行する国際疾病分類。

このように、実際には支払基金のモデルケースよりも、導入
期間が長くなるケースがあることが分かった。また、医療分野だ
けに限ったことではないが、導入前のマスターデータの設計や
移行が不十分だと、運用後にトラブルが発生する可能性も考え
られる。
診療所の導入状況
支払基金が2009年7月に発表した統計資料「レセプト電算
処理システム普及状況内訳」によると、診療所におけるレセコ
ン導入率は約3割で、そのうちオンライン化対応しているのは
全体の10％に満たないという。
前述したように手書きの紙媒体から移行する場合は、
レセコ
ン機器や接続端末の導入、専用回線の敷設、セキュリティ対策
の準備だけでなく、医療機関の独自のマスターを作成する必要
がある。
ベンダー側はこの現状をどうとらえているのだろうか。また
「2010年5月請求分から」という期限までに、義務化対象とな
る医療機関すべてに対応することは可能なのだろうか？
坂下氏は「 できる、できない ではなく やらなければならな
い 」として、既存顧客への提案や導入支援セミナーを開催する

などを行っていると説明する。
しかし、実際には「補助金の問題
を含めて、現場の医師が足踏みをしている状態だ」とも指摘す
る。
期限まであと8カ月という段階にしては、導入状況はかなり
遅れている。また、期限直前に医師からの対応要請を受けたと
しても、ベンダー側の人的リソースがそうした多くの需要に対
応できるかは疑問だ。
診療所経営の圧迫要因にもなり得る
レセプトオンライン請求義務化の一番の導入障壁は、
レセコ
ン機器の導入やネットワーク接続などの導入・運用コストだと考
えられる。
しかし、実際にシステムを導入する際には、請求用マ
スターの置き換え作業などの個別カスタマイズが必要になる。
単純にベンダー任せにすると、運用開始後に支障を来す恐れも
ある。
公的病院の閉鎖騒動をめぐって首長へのリコール請求が起
こるなど 医療経営の危機 が叫ばれている。病院の経営危機に
は、地域住民への影響を考慮して国や自治体が中心となって救
済策を取ることが多い。一方、診療所の経営については積極的
な救済策がなく、
あまり関心が高くないようにも思える。
しかし、
診療所を経営する医師にとってみれば、
レセプトオンライン請
求の義務化という制度は「その経営を圧迫する要因の1つ」に
もなりかねない。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0908/24/news04.html
（2009年8月公開）

レセコンの普及状況（2009年7月31日現在）
：社会保険診療報酬支払基金調べ
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政権交代と 医療のIT化 の今後
現行制度の方針転換を進める鳩山新内閣。レセプトオンライン請求義務化の見直しもその1つだ。
義務化見直しで医療のIT化への動きは変化するのだろうか？ 今回はIT化を推進する病院に話を聞いた。
翁長 潤，TechTargetジャパン

義務化見直しの可能性は？
2009年8月の衆議院議員選挙で大勝した民主党。同党を
中心に誕生した新政権では、さまざまな分野において現行制度
の方針転換を進めている。その中の1つに「レセプト請求オンラ
イン義務化」
が含まれている。選挙前のマニフェスト
（選挙公約）
において、
民主党が「レセプトオンライン請求化は義務ではなく、
原則とすべき」と掲げていたからだ。厚生労働省は11月25日、
レセプトの請求方法などについて定めた「療養の給付及び公費
負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する
省令」を制定した。これにより、オンライン請求と電子媒体によ
る請求の両方を「原則」の請求方法として、同列に扱うことにな
る。
これまでの連載を通して「レセプト請求オンライン義務化は
拙速だ」という医療現場の意見を聞いてきた。特に「システムの
導入や運用などのコストを医療機関に負担させ、強制的に適用
する」点に批判が集まっていた。実際、オンライン化に対応でき
ずに廃院を検討している診療所も存在する。義務化が見直され
ると、医療現場が抱える負担や不安は軽減されるだろう。
その一方で「医療のIT化への流れは変わらない」という声も
多かった。特に、
これから開業する医師のほとんどが、電子カル
テやレセプトコンピュータ（以下、
レセコン）などの医療システム
の導入を検討しているという。

現行の義務化適用スケジュールの対応期限は2010年4月だ
が、黒沢病院は2009年7月に開設した「黒沢病院附属ヘルス
パーククリニック」
（ 以下、ヘルスパーククリニック）でシステム
を一新して、
レセプト請求処理をオンライン化した。
2005年から電
子カルテとレセコン
を 導 入して い る黒
沢病院では、導入当
時 からオン ライン
化を先に見 据 えた
システムの 導 入 計
画 を 検 討して い た
という。
そ の 理 由につい
て 、黒 沢 病 院 の 事
黒沢病院 事務部部長 新井氏
務部部長 新井良和
氏は「レセプト請求
業務の効率化と事務職員の負担軽減、審査機関側での処理が
容易になる点を考慮し、将来的にはオンライン化が当たり前に
なる と考えた」と語る。
黒沢病院ではヘルスパーククリニックを開設する際、従来は
異なるベンダーの製品を使用していた電子カルテやレセコン
などをソフトウェア・サービスの製品に統合した。

どうすれば医療のIT化を効率よく進められるだろうか。
導入に要した期間は3カ月
黒沢病院では現在、
ソフトウェア・サービスの電子カルテシス
診療所におけるレセプト請求オンライン化対応事例を紹介し
テム「e-カルテ」、オー
た前回に続き、今回は、
レセプトオンライン化を含め、医療のIT
ダリングシステム
化を推進している病院に話を聞いた。
「 N E W T O N S 」など
を活用している。オン
「オンライン化は当たり前になる」と導入
ライン化 以 前 はレセ
群馬県高崎市にある「医療法人 社団美心会 黒沢病院」
（以
コンで電 算 処 理され
下、黒沢病院）は診
療科目が14科目、 たデータをMOディス
クに保存し、支払審査
病床数が98床の
機関へ提出していた。
総合病院だ。
オンライン化に当
黒沢病院では、
たり、黒沢病院はまず
1999年にグルー
請 求 先と連 携する専
プ ウ ェ ア「 I B M
用端末を設置した。既
Lotus Notes/
ソフトウェア・サービスの垣内氏
に電 子カルテ用に専
Domino」を、
2001
用 回 線を敷 設してい
年にはオーダリング
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
たので、審査機関への登録申請のみで対応した。
システムを 導 入 す
ソフトウェア・サービスの新規導入ユニット 第一導入グルー
るなどI T 化を推 進
プリーダー、垣内 洋氏によると
「審査機関との確認試験を実施
してきた。現行の義
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するなど、その導入期間は3カ月で済んだ」という。
事務処理作業はどれくらい効率化されるのか？
黒沢病院では1カ月当たり平均で外来診療5000件、入院
300件のレセプト請求を行っている。レセプト請求作業は外来
10人、入院4人の事務スタッフが担当していた。
紙レセプトでの請求では各レセプトの点検作業から集計・総
括作業を事務スタッフが行っていた。スタッフ総出で対応した
場合でも、1日3時間程度の残業を3日間余儀なくされていた
という。新井氏は「集計作業だけでも3〜5人掛かりで1日半か
かっていた。定例作業とはいえ、その作業にはトータルで200
時間かかった」と当時の状況を振り返る。
レセコン処理に切り替えた段階で、集計・総括の作業は一切
なくなり、点検業務に関しても、
これまでの3分の1の時間まで
削減できたという。黒沢病院では「毎月初めにはスタッフ全員
で休日出勤していたが、今では上長の確認のみで済む」
（ 新井
氏）など、医療事務処理のシステム化によって作業の効率化が
図られた。
黒沢病院の事務
部主任 相馬成実氏
は「システム導入自
体 はスムー ズに進
んだが、導入当初は
セキュリティ対応に
手間が掛っていた」
と語る。情報システ
ム 部 の 常 駐 スタッ
フ4 人が各 端 末 の
セキュリティ対策や
職 員 へ の セ キュリ
黒沢病院の相馬氏
ティリテラシーの周
知に苦労したようだ。
黒沢病院では、院内全体への周知・普及のために「ISO9001：
2000」に基づいた基準体制を構築し、定期的にトレーニング
を実施した。新井氏によると「電子カルテ導入時は単純な操作
ミスもあった。
しかし、再発を防ぐ体制やフローの確立とトレー
ニングを実施することでそうしたミスがなくなった」という。
また、医師によっては学会用の資料などのデータを活用した
いというニーズもあったが、データの閲覧や取り扱いの手順に
関する細かいセキュリティ対策も行ったという。黒沢病院は
2006年に「プライバシーマーク」を取得しており、情報漏えい
リスク回避への対策も行っている。
医療クラークを採用して「人員配置の最適化」を実現
また、新井氏は「医療事務処理のIT化によって、院内の人員
配置も最適化できた」と語る。従来、看護師は自身の看護業務
に加えて、診療報酬計算以外の事務処理を行っていた。黒沢病
院では、電子カルテの導入と併せて6人の「医療クラーク
（医療
事務員 ）」を採用し、看護師に代わって医療事務処理を任せて
いる。
医療クラークとは、外来あるいは病棟において、患者と医師
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や看護師との間に立ち、患者へのさまざまケアやサービスをす
る専門職である。その業務内容は入退院の手続き、食事・物品
の手配などの事務的なことから、入院患者の診察室や検査室
への案内、手術や検査のスケジュール管理など多岐にわたる。
黒沢病院では、医療クラークが医師の代わりに電子カルテへ
の入力を行っている。これまでは、電子カルテの操作に慣れて
いない年配の医師や非常勤の医師などの診療時間が長くなる
こともあったが、代行入力は診療時間の短縮化にも一役買って
いる。また、医師によって異なっていたカルテの記述内容が統
一され、
「より情報の共有がしやすい質の高いカルテが作成で
きた」という効果も出ているという。
新井氏は「医療クラークの導入によって、診療科によっては
看護師の配置が不要になった科もある」と語る。また「医師のサ
ポートまで行っていた看護師の負担が減り、自身の看護業務に
専念できるようになった」と、その採用効果を実感している。さ
らに「今まで必要のなかった人員が増えた部分のコストは掛か
る。
しかし、医師や看護師、患者へのサポートなどの費用対効果
を考えると、
コストよりもメリットのほうが大きい」とも語る。
診療所での電子カルテやレセコンの導入が進まない理由は、
その導入／運用コストの問題もさることながら、
「システム化の
メリットが感じられない」こともあるだろう。
しかし、病院の規模
が大きくなればなるほど「事務処理の人的コストの削減、人材
配置の最適化」などのメリットを実感しやすいのかもしれない。
病院経営の判断材料としても活用できる
帝国データバンクの「全国企業倒産集計」
（ 2009年8月報）
によると、2009年8月に全国で発生した病院・開業医の倒産件
数は2件で、2009年1〜8月の累計では40件になった（前年
同時期は21件）。また、8月の負債総額は4億1000万円で、1
〜8月の累計額は209億300万円になった。病院・開業医の倒
産件数は2001年以降、30件前後で推移していたが、2007
年には48件と前年の30件から急増した。2008年は35件に
減少したものの、2009年4月には1カ月間だけで9件が発生
するなど、依然として高い水準で推移している。
新井氏は「医療機関が経営のみを考えることはないが、収益
がなければ良い医療機器を購入したり、良い医療を提供できな
い。また、従業員を抱える組織でもあるため、その経営戦略に
当たっては経営状態を正確に判断しなければならない」と語る。
さらに「医療機関の収入の元は保険請求だが、複雑で多岐化
する診療報酬改定や『DPC（ Diagnosis Procedure Combination）』といった新たな制度への対応が必要になってきた。
こうした現状の中で 正確で漏れのない 診療報酬を実現する
ためには、医療事務処理のシステム化はとても重要だ」とも説
明する。
垣内氏は「診療の迅速化や人の流れを効率化することで多く
の患者を診ることが可能になる。また、
レセプト請求のように
データの集計がスムーズにできるようになる」と語る。
現行の診療報酬制度は、2年に1回の割合で大きな改定が行
われる。医療事務処理をシステム化してこうした制度変更にも
柔軟に対応するサービスを利用することで、より現場の負荷を
軽減することにも役立つようだ。
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DPC（包括評価方式）

従来の計算（出来高方式）

病名などにより定められた
1日当たりの定額点数と
出来高の費用を組み合わせて
診療費を計算する

薬・検査費などの実施した
診療項目の費用を積み上げて
計算する

手術・麻酔・輸血

手術・麻酔・輸血

心臓カテーテル、
内視鏡検査など

心臓カテーテル、
内視鏡検査など

放射線治療

出来高

放射線治療

リハビリ

リハビリ

病理検査

病理検査

入院基本料
注射・投薬
画像検査

包括

1 日当たりの入院点数
x
日数

検査・処置
食

事

合計

食

事

合計

DPCとは、診療行為ごとに計算する従来の「出来高払い」方式とは異なり、入院患者の病名や症状を
基に診療行為の有無に応じて、厚生労働省が定めた1日当たりの「診断群分類点数」によって医療費を
計算する会計方式のこと

それでは、患者にとってのメリットは何なのか？
メリットとしては、医療システムのネットワーク化による「 地
域医療連携 体制の構築」が考えられる。
地域医療連携では、まず利便性の高い近くの診療所で受診
し、より高度な検査や治療が必要となる場合には、高度医療に
優れる地域の中核病院を紹介してもらう。その後、症状が安定
したら、
また近くの診療所で経過を見るという仕組みだ。紹介さ
れた医師が診察する際に、患者の基本情報や診療・処方・検査履
歴などが正確に把握できていれば、診断の精度向上や禁忌薬
のチェックなどが可能になる。その実現のためには、情報共有し
やすいシステム化と各医療機関を相互連携するネットワークの
構築が必要だ。
黒沢病院の「地域医療連携室」では、院内システムだけでな
く地域内のネットワークを活用した、地域住民が かかりつけ と
している診療所などの医療機関との医療情報のデータ連携を
進めている。また、ヘルスパーククリニックを「疾病予防・予防医
学」の中核施設として位置付け、人間ドック・健診施設「高崎健康
管理センター」や疾病予防運動施設「メディカルフィットネス＆
スパ」を設けるなど、地域住民の健康増進対策の取り組みを進
めているという。

政権交代でも 医療IT化 の流れは変わらない？
レセプトオンライン請求義務化や医療情報化施策は、政府が
2006年1月に発表した「IT新改革戦略」の重要施策として位
置付けられている。前述した医療情報化施策は、経済産業省が
主導となり
「生涯に渡る健診結果を電子データとして継続的に
収集し、適切に管理するための仕組み」としての実証実験が進
められていた。
新井氏は「政権が変わったことによって、医療制度や方針が
今後どうなるかが気になる」と語っていた。新政権は、IT新改革
戦略で掲げた「いつでも、
どこでも、誰でもITの恩恵を実感でき
る社会の実現」という理念をどう引き継ぐのだろうか、今後の動
向に注目したい。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0912/01/news01.html
（2009年12月公開）

TechTargetジャパン専門メディア「医療IT」
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医療のIT化推進の鍵を握るのは誰か？
日本政府が2009年12月に発表した「新成長戦略（基本方針）」。その重点分野に「医療・介護・健康関連産業」が掲げ
られた。政府とともに、その産業育成と雇用創出を促進する役を担うキープレーヤーとは？
翁長 潤，TechTargetジャパン

者にレセプト請求オンライン化対応を含めた「医療分野のIT化
日本の明るい未来のためには、医療分野の成長が不可欠
への取り組み」について話を聞いた。
日本政府は2009年12月30日、名目国内総生産（GDP）
を
2020年度までに現在の約1.4倍となる650兆円程度に拡大
させるという
「新成長戦略（基本方針）〜輝きのある日本へ〜」 医療IT化の促進活動を展開
富士通は、
1999年4月に通知された厚生省（当時）のガイド
を閣議決定した。そのために必要な平均成長率の目標を名目
ラインを満たした初の電子カルテシステムとして「HOPE/
GDPで3％、実質GDPで2％以上と設定し、400万人以上の
雇用創出を目指すとしている。特に「医療・介護・健康関連産業」 EGMAINシリーズ」
を発表するなど、医
を重要分野として位置付け、同分野の産業育成と雇用創出の
施策に取り組むことで「2020年までに新規市場約45兆円、 療分野のIT化を推
進 するさまざま な
新規雇用者数約280万人を達成する」という目標を掲げた。
機器やソリューショ
また、基本方針によると「民間事業者等の新たなサービス主
ンを 提 供 するベ ン
体の参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りながら、利用
ダーだ。
者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰も
が必要なサービスにアクセスできる体制を維持しながら、その
富 士通 のヘ ルス
ために必要な制度・ルールの変更等を進める」という。
ケアソリューション
ここで掲げられている、多様なサービスを提供する体制の構
築や必要なサービスにアクセスできる体制の維持のためには、 事 業 本 部 パ ートナ
ービジネス統 括 部
ITによる情報基盤の構築が不可欠だ。政府や関連団体と一緒
長の山口智久氏は
になりその実現を支えるのが、IT機器やソリューションを提供す
富士通の山口氏
るベンダー各社だ。今回は、その中の1社である富士通の担当 「富士通では、さま

レセコンの普及状況（2009年11月30日現在
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社会保険診療報酬支払基金調べ）
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ざまな医療情報の標準化推進プロジェクトに参画し、マルチベ
ンダーの医療システムの相互運用性の確保に積極的に取り組
んでいる」と語る。
富士通では「医療連携のための情報統合化」を目的とした標
準規格の適用ガイドラインを示す「IHE」
（※）
に準拠した製品を
開発し、市場での普及を促進させる活動に取り組んでいる。ま
た、厚生労働省が2006年にレセプトコンピュータ（以下、
レセ
コン）電算処理システムを普及させる施策として開発した、
レセ
プトデータ変換ソフトウェア「レセスタ
（Recesta）」の開発プロ
ジェクトにも参画している。
※
IHE（Integrating the Healthcare Enterprise）
：臨床情報システムや
画像システムといった、さまざまな医療情報システムの情報を統合するための規
格などを定めた標準化ガイドライン。

山口氏は「レセコン導入やその請求処理をオンライン化する
ことで、医療事務の効率化が図れる」と導入メリットを説明する。
これまでの紙出力レセプト作業と比べると、データの出力やレ
セプト用紙のソート処理、総括表への転記、審査支払機関への
提出などの作業が簡略化でき、請求業務の効率化および平準
化に役立つというメリットがあるという。
しかし、
レセプトの電子データによる請求および請求オンラ
イン化の普及率は、決して高くはない。社会保険診療報酬支払
基金が公表している統計資料「平成21年10月診療分におけ
る請求内訳（医数・薬局数）」によると、2009年11月末現在の
診療所における電子データによるレセプト請求率は「45.8％」
と紙レセプトによる請求が占める割合には届かず、そのうちオ
ンラインによる請求は「18.3％」だった。
この現状について、山口氏は「市場全体としてはレセコン電
算化および請求オンライン化対応への盛り上がりを見せては
いるが、その導入をメリットと考える医療機関とそうでない医療
機関に分かれている」とし、
「これまでの紙出力をやめて、電子

データによるレセプト請求への移行に懸念を示す医療機関が
あり、それが現在の普及率に表れている」と指摘する。
山口氏によると「導入することのメリットを頭では理解してい
るが、
コストとの兼ね合いから実導入にいまだに踏み出せない
医療機関が多くいる」という。また、導入に理解を示してもらえ
ない点については「 従来型のレセコン 導入のアプローチを提
案するベンダー側にも責任がある」と語る。
レセコンが普及しないのはベンダー側にも問題がある？
同氏によると、従来型のレセコンでは「豊富な機能を提供す
る半面、導入のための初期費用が掛かり、かつ運用上の負荷が
掛かる場合がある」という。これまでは、医療機関独自のコード
体系で診療データを入力してレセコンで管理した場合には、そ
うしたデータを基に審査支払機関への提出用レセプトを出力す
るために再度コード付け替えを要することもあったという。
また、
レセコン未導入の医療機関では、診療報酬の計算に慣
れている専任のスタッフが手作業でレセプト作成を行っており、
レセコン導入によって業務フローが変化することを避けたいと
いう思惑もある。加えて「その導入費用は高い」と思われること
も多い。特に診療所では「わざわざ多額の資金を投資してまで、
既存の業務フローを変更したくない」という印象を持たれがち
だという。その一方で、
レセコンを導入した診療所からは「もう
紙レセプトの時代には戻りたくない」という声もあるほど、その
導入メリットを実感してもらっていると山口氏は説明する。
その上で、山口氏は「 あれもできる、
これもできる 高機能な
レセコンを導入すると、その分コストがかさむ。たとえ豊富な機
能を提供したとしても、すべての医療機関でレセコンに搭載さ
れた機能すべてが必要になるというわけではない。現場のニー
ズにより合致した製品を提供することが、われわれベンダーの
使命だ」と語る。さらにレセコンの普及に向けて、山口氏は「レ
セコンが簡単に導入でき、使いやすいことなどを訴求すること

HOPE/SX-J 基本パックを利用したレセプトオンライン請求の概要

HOPE

アップデートセンター

IP - VPN

審査支払機関
（支払基金／国保連合会）

（閉域 IP 網）

HOPE/SX-J

USBキー

TechTargetジャパン専門メディア「医療IT」
：http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/healthcare/
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が大事だ」と説明する。
従来のレセコン導入のイメージをぬぐい去るために
富士通は2009年10月、
レセプト請求のオンライン化に対
応した診療所向け医事会計システムの廉価版「HOPE/SX-J
基本パック V13」を販売開始した。従来の医療事務システムの
マスターなどの機能を簡素化し、システムを導入していない診
療所向けに価格を抑えて提供する。
また同社は、データセンターで認証を行い、審査支払機関の
みと接続することで、インターネット環境でもセキュリティの高
いレセプト請求用ネットワークを構築できる「FENICS メディカ
ル・グループネットサービス」を提供する。このサービスは、あら
かじめVPN接続ソフトを組み込んだUSBキーやルータを使用
して仮想の専用線環境を構築するというもの。さらに、医療費
改定に伴う修正プログラムの配布や新薬・経過措置といったア
ップデートをオンライン上で実施可能になる「HOPEアップデー
トセンター」を開設した。
山口氏は「レセプト枚数が少ない診療所でレセコンを運用す
るためには、なるべくシンプルなシステム構成でないと難しい」
と語る。その上で「コスト面の負担を考慮しながら、制度変更に
も柔軟に対応する製品を提供する必要がある」と説明する。

今後の取り組みについて
今後の同社の取り組みについて、山口氏は「マルチベンダー
のシステム間の連携も含め、
より広い範囲での医療情報のセキ
ュアな情報共有が必要となる。その体制構築や整備などをベン
ダーとして支援していきたい」と語る。
富士通は2010年1月、地域の中核病院同士を結ぶ広域医
療連携ネットワークの構築を支援するソリューション「HOPE/
地域連携 V3」の販売を開始するなどの取り組みを進めている。
また、山口氏は「電子カルテシステムを中心とした医療情報
システム間 の 連 携 および 拡 張 性を持 た せることで 、E H R（
Electronic Health Record）の実現を目指したい」と語る。
EHRとは医療情報のネットワーク化、情報の共有を目的とし
た「生涯医療電子記録」のことである。これまで医療機関などの
施設ごとに管理されていた医療情報を、ネットワーク連携によっ
て地域や国家レベルで共有し、患者のために有効活用しようと
いう構想だ。
EHRが実現すると、医療機関同士の情報共有や相互連携、
患者情報へのリアルタイムでのアクセス、慢性疾患の予防、医
療の効率化などが可能になる。そのためにはよりセキュアで、か
つオープン、マルチベンダーなシステムによる、拡張性に優れ
た情報連携基盤を構築することが大前提となる。重要な社会イ
ンフラの構築を担うベンダー各社の動向に注目したい。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/0912/01/news01.html
（2009年12月公開）
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前年比2倍以上の普及率、
レセプト請求オンライン化の現状
全医療機関を対象にした義務化は撤廃されたが、
レセプト請求をオンラインで実施する医療機関は着実に増えている。
今回は、その進ちょく状況などの調査結果を基に、今後の動向を考察する。
久保延明，
シード・プランニング

レセプト請求のオンライン化に関する状況は、この1年間で
目まぐるしく変 化した。最も影 響を与えた出 来 事といえば、
2009年8月の政権交代だろう。2011年度までにオンライン
化を「原則」とする方針は残されつつも、レセプトコンピュータ
（以下、
レセコン）未導入の施設に対しては例外措置が取られる
ことになった。そのため「全施設におけるオンライン請求の義
務化」という当初の目標はなくなった。
しかし、
レセプト請求のオンライン化は着々と進んでいる。
2010年3月31日時点でオンライン請求参加施設は医科・歯
科・調剤合わせて8万891施設となり、1年前の3万7757施
設（2009年3月31日時点）の2倍以上になった。この状況下
で、
レセプト請求のオンライン化を含めた 医療分野におけるIT
推進 の動きは今後どうなっていくのか。
医師会や診療所、
病院、
ベンダーを取材してきた連載の最終回として、本稿では市場調
査会社シード・プランニングの調査結果を基に、政策と企業の動
向を交えて考察していく。

図1：レセプト請求オンライン参加施設数。歯科については絶対
数が少ないため、図では表示されていない
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レセプトオンライン化の現状
まずは、2009年3月から2010年3月までのレセプト請求
オンライン参加施設数の推移を見てみよう
（図1）。図1では、医
科診療所の参加施設数が最も多い。
しかし、施設別の普及率を
見ると、極端な差があることが分かる
（図2）。
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図2：レセプト請求オンライン参加施設の割合
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病院と調剤については9割以上の施設に普及しているが、診
療所では27.8％、歯科では0.4％（266施設）
とまだ普及率は
低いのが現状である。それでも、1年前の2009年3月31日時
点と比較すると、診療所の参加施設数は3948施設から2万
4638施設と6倍以上になっている。この増加には、
レセコン購
入のための助成金が寄与していると考えられる。

レセコン購入の助成金の恩恵を最も受けたのはレセコンベ
ンダーだろう。2009年度のレセコン市場の市場規模をシード・
プランニングでは1569億円と予測しているが、助成金の総額
はこの1割を超える規模である。これまでベンダー各社は順調
に導入実績を伸ばしているが、特に実績を伸ばしたのは「日医
標準レセプトソフト」を搭載したレセコンだろう。
日医標準レセプトソフトは、日本医師会がORCAプロジェクト
においてオープンソースとして公開しているソフトウェアだ。
2010年4月15日時点でその導入は9945施設と公表され
ており、1年間で2415施設と大きく増加している。診療所向
けのレセコンでは三洋電機、富士通、東芝メディカルシステムズ
などが大きなシェアを持っているが、ORCAのレセコンはそれ
らの企業に引けを取らない存在となりつつある。以前、日本医
師会総合政策研究機構では「2011年までに導入数を1万施
設とする」ことを目標にしていたが、2010年中の目標達成は
堅いだろう。
この1年間を振り返ると、
レセプト請求のオンライン化は進展
したといってよい。
しかし、助成金効果は一時的なものであり、
その事業が終了すれば、今後さらにその状況は変わることが予
想される。

オンライン化の今後
ここからは、
レセプト請求オンライン化の今後の普及進展に
レセプト請求オンライン化推進を後押ししたものとは？
ついて考察してみよう。
2009年5月、前政権下の2009年度補正予算において、
レ
ORCAのレセコンが普及している理由の1つは「導入費用の
セプトオンライン化推進事業費約290億円の補正予算が可決
安さ」である。診療所向けのレセコンの購入価格は180万〜
された。その後、政権交代によってこの予算がどれだけ削られ
400万円程度といわれているが、ORCAのレセコンは100万
るのかが注目されたが、94億円が執行停止となり、結果として
円程度だといわれる。レセコン導入のメリットには、
レセプト処
196億円に減額されることになった。
理の人件費が節約できる点もある。
しかし、
レセプトの処理件数
この事業ではレセコンシステムに対応していない医療機関に
が少ない施設では、比較的安いORCAのレセコンであったとし
対して、
レセコン購入費であれば最大で病院に250万円、診療
ても、その導入費用を回収することは難しい。現在、
レセコン未
所・調剤に50万円の補助金、
ソフトウェアの導入費であれば最
導入の医療機関の多くは、
こうした「レセコンを導入してもコス
大で病院に50万円、診療所に40万円の補助金がそれぞれ支 トメリットがまるで見込めない施設」であり、それらの施設にレ
給される。
セプト請求のオンライン化を進めていくためには、さらに安価
この補助事業への申請数は2010年3月24日時点で2万
なレセコンが必要になるとも考えられる。
4258件あった（病院302件、医科診療所1万6176件、歯科
そ の 有 力 候 補 として 考 えら れ る の は 、 A S P ／ S a a S
診療所4135件、調剤3645件）。その中には、助成がなくても （Software as a Service）型レセコンだ。アプリケーションや
オンライン化対応する予定だった医療機関が申請しているケー
サーバなどのシステムが医療機関ではなく、ベンダー側に設定
スも含まれていると想定されるが、
この補助事業がレセプト請
されていて運用するこの形態では、その機能をサービスとして
求オンライン化推進を後押ししたことは間違いないだろう。た
安価に利用できる。また、従量課金（レセプト1枚当たりでの課
だし、
その助成対象範囲はレセコンの購入についてのみであり、 金）のような課金システムも可能だ。厚生労働省が2010年2
リース契約は含まれていない。医療機関ではレセコンをリース
月に公表した「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ
契約で導入するケースも多く、
リース契約も含めていたのであ
イン 第4.1版」では、民間のデータセンターでも安全基準を満
れば、さらに活用が促進されたはずである。実際、現状の申請
たせば医療情報を保存できるようになった。これによりシステ
総額は87億6500万円であり、補助予定額196億円に対して
ムベンダーがASP／SaaS型の医療情報サービスを提供する
その半分にすら達していない。申請は2010年6月30日に締
ことが容易になり、制度的にも問題はなくなった。
め切られる予定（※）で、
まだ時間はあるものの予算を使い切れ
ない可能性が高いといえる。
実際に始まっているサービスもある。EMシステムズは2003
※
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購入契約などは2010年3月31日までに済ませている必要がある。

年からASP型調剤レセコンを提供している。このサービスは従
量課金方式を取っており、
その導入が容易であったため、
レセコ
ン未導入の薬局で多く普及した。EMシステムズはレセコン市
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場では後発組であったにもかかわらず、現在は調剤向けレセコ
ン市場においてトップシェアである
（シード・プランニング調べ）
。
同社は、2009年7月からは医科向けに「Medical Recepty
NEXT」の提供を開始したが、
このサービスも月額2万5000円
の定額課金方式を採用している。
また、以前から医事会計システムを提供しているベンダーも
動き出している。NTTデータは2010年3月から日本歯科医師
会会員向けレセコンASPサービス「レセック」を提供開始した。
このサービスは登録料が5万円、導入支援サービス料が2万
9800円から、月額利用料が1万9800円となっており、通常
のレセコン購入よりも価格が低い。現在、歯科診療所のレセプ
トオンライン請求の参加は0.4％と極めて低いが、
このサービ
スの登場がこの数字を大きく引き上げるかどうかで、ASP／
SaaS型のレセコンサービスの今後を占うことができるだろう。
医療従事者は外部ネットワーク環境と院内のシステムを接続す
ることに対して抵抗感が強いといわれるが、SaaSや「クラウド」
といった言葉が流行語となって広まる中、
このような形態のサー
ビスは、導入コストを抑えられる点と相まって実績を伸ばすか
もしれない。
とはいえレセコンがどんなに安くなったとしても、
レセプト請
求のオンライン化は医療機関にとってのコストメリットがあまり
ないという状況は変わらない。そのため、
レセプトオンライン化
の普及には制度的な後押しも必要である。
日本政府のIT戦略本部は2010年3月に「新たな情報通信
技術戦略の骨子（案）」を発表した。この新戦略の骨子案には「
国民本位の電子行政の実現」
「地域の絆の再生」
「新市場の創
出と国際展開」の3つの柱がある。

その1つである「地域の絆の再生」の中には以下のように記
されている。
匿名化されたレセプト情報等を一元的なデータベースとして官民
で集約し、広く医療の標準化・効率化及びサービスの向上に活用可
能とする

また、2010年4月に開かれた厚生労働省医薬食品局「医薬
品の安全対策等における医療関係データベースの活用方策に
関する懇談会」
（ 座長＝永井良三・東大大学院医学系研究科教
授 ）では 、今 後 5 年 間 でレセプト情 報 1 億 人 分 、カルテ情 報
1000万人分のデータベースを作成するという案が提言され
ている。レセプトデータの活用にはレセプトの電子化が必須で
あり、
レセプトオンライン化の推進はなお必要である。これらの
戦略が具体化されるとき、国庫からの補助金という形になるの
か、医療機関をレセプトオンライン請求へと誘導する何か魅力
的な施策が立案されるのかが、今後注目されるだろう。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1005/17/news02.html
（2010年5月公開）
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