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ネットワークの構築⼿順 Step1︓計画

計画フェーズ

≪表中の表⽰について≫
参︓参加機関 運︓運営主体／準備主体 シ︓システム事業者（医療情報連携ネットワーク構築事業者／電⼦カルテベンダー／ネットワークベンダー）
◎︓主体的に実⾏する ○︓⽀援する △︓必要に応じて対応する －︓対応不要

 1. 地域課題、要求事項の抽出 2. 医療情報連携NWの必要性の検
討

3. 事業概要の決定 4. 組織の設置

実
施
事
項

計画推進主体で、医療計画等に基
づく地域が⽬指す医療の在り⽅に
照らして、地域の医療に関する課
題やニーズ、要求事項を抽出。
※必要に応じて地域の医療関係団
体や医療従事者等にアンケートや
ヒアリング調査を実施

1.の課題等の解決⽅法として医療
情報連携NW構築が最適であるか
⼗分検討し、関係者で合意した上
で、NW構築に取り組むことを意
思決定。
計画推進主体が中⼼となり地域に
おける医療情報連携NW構築に関
する検討組織を作る。

検討組織が中⼼となり、1.にて調
査した結果等を踏まえ、医療情報
連携NWの⽬的、対象範囲（地
域、機関、職種等）を決定。期待
される効果を想定し、事業概要を
決定する。

検討組織が中⼼となり、関係者
(計画推進主体、医療機関等) と共
に事業運営主体が担うべき役割、
関係機関が担うべき役割について
検討を⾏い、事業を推進する運営
主体の設置を⾏う。

主
体

参 △ △ △ △

運 ◎ ◎ ◎ ◎

シ ― ― ― ―

マ
イ
ル
ス
ト
ン

医療資源の整理
関係組織の役割や取組み共有
地域医療の課題整理
問題認識共通化

⽬指す地域医療のあり⽅の共有
検討組織構築

事業概要（誰が、何のために、
何を⾏う）決定
期待される効果の想定

運営主体の組織の設置

◎推進主体が県の場合の⼀例
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Step1 計画 Step2 構築 Step3 運⽤ Step4 更改

1. 地域課題、要求事項の抽出 〜 4. 事業運営主体の組織の設置まで

「5. 個⼈情報保護⽅針等の作成〜8. 事業計画・収⽀計画の⽴案」に移動



【都道府県】
運営主体設⽴に向けて地域関係
者へ声掛けを⾏い、準備会(中
核病院医師、都道府県担当者、
医師会で構成される会議)を発
⾜

【基幹病院】
対象地域の療養病床数、対象地
域の⼈⼝、⾼齢化率、⾃宅介護
希望者数等を調査。
準備会で関係者の問題認識を共
通化

【都道府県】
医療計画をふまえ、都道府県内
部で取り組み意思を決定
予算要求、補助の種類・対象・
割合を検討

【各医療圏の代表医療機関】
準備会で、各医療圏の医療体
制、課題、既存事業内容を共有
医療機関同⼠の現在の連携状況
（紹介・逆紹介数、連携してい
る情報種別等）を準備会で共有

【基幹病院】
医療情報連携NWの先進的な事
例を調査し、協議会で共有
準備会で事業範囲、参加機関を
設定

【基幹病院】
運営主体の形態を協議会⽅式に
決定
運営主体の役割・機能設定
組織運営に必要となる規程（就
業規則、給与規定、経理規
定）、調達マニュアル、職務権
限規程等）作成

【都道府県】
運営主体の設⽴総会を開催

≪表中の表⽰について≫
参︓参加機関 運︓運営主体／準備主体 シ︓システム事業者（医療情報連携ネットワーク構築事業者／電⼦カルテベンダー／ネットワークベンダー）
◎︓主体的に実⾏する ○︓⽀援する △︓必要に応じて対応する －︓対応不要

 5. 個⼈情報保護⽅針等の作成 6. ガイドライン・標準規格等の確
認

7. システム化⽅針決定 8. 事業計画・収⽀計画の⽴案

実
施
事
項

医療情報連携NWを運⽤するにあ
たって、運営主体や参加機関が遵
守すべき個⼈情報保護⽅針、セキ
ュリティポリシーの策定を⾏う。
※個⼈情報保護⽅針、セキュリテ
ィポリシーは広く公開し、当該
NWに参加するか否かの判断材料
として、参加機関を募集する際に
⽰すことが望ましい

医療情報連携NWを構築・運⽤す
るにあたり、遵守すべきガイドラ
インや採⽤すべき標準規格につい
て確認・整理する。

参加機関が医療情報連携NWを活
⽤する際の業務要件（共有主体、
共有するタイミング、共有する情
報種別、情報形式、保存⽅法、保
存期間等）を想定する。想定した
要件をふまえ、システム化⽅針
（システムと運⽤の切り分け）を
検討し、費⽤の試算を⾏う。
※RFI（発注先候補へ情報依頼）
を実施し検討材料を収集する事も
ある

設備、情報システム、組織 （法⼈
化等）、⼈員等の事業資源の確保
ステップ、それら事業資源を確保
するための資⾦の獲得⽅法、及び
展開ステップ等に基づいて、具体
的な事業収⽀計画を⽴案する。
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参 △ ○ △ △

運 ◎ ◎ ◎ ◎

シ ― △ ○ △
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個⼈情報保護⽅針決定
セキュリティポリシーの策定

ガイドライン確認
標準規格確認

参加機関のシステム環境確認
（データ形式、データ保存場
所）
業務要件作成
システム化⽅針決定
セキュリティ要件検討
システム構築費⽤の試算

事業計画の作成
収⽀計画の作成
事業運営の仕組みの決定

◎推進主体が県の場合の⼀例

例 【運営主体】
協議会で各病院のポリシーをふ
まえて、協議会のポリシーを策
定
※7.でポリシーへの準拠を条件
とした

【運営主体】
厚⽣労働省、総務省、経済産業
省等が規定したガイドラインを
確認
※7.でガイドラインへの準拠を
条件とした
厚⽣労働省標準規格を確認

【運営主体】
参加機関のシステム環境を確認
したうえで、医療情報連携ネッ
トワークシステムに必要とされ
る業務要件 (共有主体、共有す
るタイミング、情報形式、情報
保存⽅法、保存期間等)を作成
業務要件をふまえ、ベンダに
RFIを実施して、システム化⽅
針及びシステム構築費⽤を検討

【運営主体】
他事例のWEB調査（体制、予算
規模・財源等）
受益者から会費を徴収するか検
討
事業概要をふまえた事業収⽀計
画案作成
各種帳票の作成
⼊出⾦管理の仕組み決定
決算書の作成
税務申告等への対応⽅針確認

【都道府県】

5. 個⼈情報保護⽅針等の作成 〜 8. 事業計画・収⽀計画の⽴案

「1. 地域課題、要求事項の抽出〜4. 組織の設置」に移動



事業収⽀計画の確認及び事業へ
の助成決定
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