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レセプトについて

○傷病名
○診療開始日、診療実日数
○医療機関コード
○初診・再診、時間外等
○医学管理（医師の指導料等）
○投薬
○注射
○処置
○手術
○検査
○画像診断
○請求点数（１点につき10円） など

レセプトデータのうち、以下の項目は、同一人を特定する方策を講じた上で（後述）、匿名化のため削
除されてデータベースに収集される。

○患者の氏名 ○生年月日の「日」 ○保険医療機関の所在地及び名称 ○カルテ番号等 ○国民健
康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書の証明書番号 ○被保険者証（手帳）等の記号・番号
○公費受給者番号

レセプトの主な記載項目

（注１） 診療報酬明細書としての性
格から、医療機関の経営状況等
の情報は記載されていない。

（注２） 請求点数については、審査
支払機関の査定後の点数が保
存される。査定の有無はデータ
として保存されない。

○ レセプトとは
保険診療を行った医療機関は、診療報酬点数表に基づいて計算した診療報酬（医療費）を毎月の月末に患者一人一人について集
計した上で、患者一人につき、外来と入院を別々にした明細書を作成し、審査支払機関を経由して保険者へ診療報酬を請求する。
この明細書をレセプト（診療報酬請求明細書）という。

○ レセプトに記載されない診療
レセプトは保険診療に関する診療報酬明細書であるため、主に保険外の診療はレセプトデータとして記録されない。（例）・業務上の
負傷・疾病（労災保険の適用） ・健康診断 ・交通事故 ・予防医療 ・妊娠、分娩 等
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診療年月

医療機関コード
（保険医療機関名→ 削除）

性別、生年月
（生年月日の日、氏名→削除）

傷病名 → 傷病行為コード
転帰、診療実日数

診療行為 →診療行為コード
12再診
13医学管理
14在宅
20投薬
30注射
40処置
50手術
60検査
70画像 等

請求点数
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○ 特定健診・特定保健指導について
平成20年度より、医療保険者に対し、40歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した健
康診査および保健指導の事業実施を義務付けている。そして健診の結果、一定の基準に該当する者に対しては、生活習慣
病の予防効果が多く期待できる者に対して特定保健指導の実施を義務付けている。

○ 特定健診・特定保健指導情報に含まれる主な項目
・受診情報（実施日等） ・保険者番号 ・特定健診機関情報（機関番号のみ） ・受診者情報の一部（男女区分、郵便番号） ・
健診結果／問診結果 ・保健指導レベル ・支援形態 等

→データベースに収集されているデータでは、これら項目について分析を行うことが可能である。

○ データベースに格納されない主な項目
受診者を特定しうる以下の情報については、同一人として特定する方策を講じたうえで、データ収集時に削除される。

（例）
・受診者の氏名 ・特定健診保健指導機関の郵便番号、所在地等 ・被保険者証等記号および番号 等

特定健診・特定保健指導情報について
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特定健診・特定保健指導データの内容

特定健診、特定保健指導は、データベース上に別々のファイルで保管。主な記録されている項目
は以下のとおり。

○受診情報（実施日等）
○保険者番号
○特定健診機関情報（機関番号のみ）
○受診者情報の一部（男女区分、郵便番号）
○健診結果・問診結果（BMI、腹囲、血糖値、HbA1c、収縮期・拡張期
血圧等）
○保健指導レベル
○支援形態
○特定保健指導のポイント数 など

以下の項目は、同一人を特定する方策を講じた上で（後述）、匿名化のため削除されて、データ
ベースに収集される。

○特定健診・保健指導機関の郵便番号、所在地、名称、電話番号 ○医師の氏名 ○被保険者証
の記号及び番号 ○受診者の氏名 ○受診券有効期限
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レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）概要

高齢者の医療の確保に関する法律

第16条：全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、データを収
集することを明記（平成18年医療制度改革）

新 第16条の2ほか：幅広い主体による利活用を進め、学術研究、研究開発の発展等につなげていくため、研究者、
民間企業等へのデータ提供に関する規定を整備（令和元年健保法等改正 《令和２年10月施行》）

※研究者に対するデータ提供は現在ガイドラインに基づいて実施

制 度 の 根 拠

厚生労働大臣 （注）外部事業者に維持管理を委託

保 有 主 体

日本全国のレセプトデータ・特定健診等データを収集し、データベース化

現在、約12年分を格納

・レセプトデータ 約193億件［平成21年4月～令和２年3月診療分］ ※令和２年６月時点

・特定健診・保健指導データ 約2.9億件［平成20年度～平成30年度実施分］

（注１）レセプトデータについては、電子化されたデータのみを収載
（注２）特定健診等データについては、全データを収載
（注３）個人を特定できる情報については、「ハッシュ関数」を用い、匿名化

収 載 デ ー タ
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年度 レセプトデータ 特定健診データ 特定保健指導データ

H20年度 － 約2,000万件 約39万件

H21年度 約12億1,700万件 約2,200万件 約58万件

H22年度 約15億1,100万件 約2,300万件 約61万件

H23年度 約16億1,900万件 約2,400万件 約72万件

H24年度 約16億8,100万件 約2,500万件 約84万件

H25年度 約17億2,800万件 約2,600万件 約84万件

H26年度 約18億0,800万件 約2,600万件 約86万件

H27年度 約18億9,200万件 約2,700万件 約87万件

H28年度 約19億1,400万件 約2,800万件 約96万件

H29年度 約19億4,300万件 約2,900万件 約103万件

H30年度 約19億6,600万件 約2,900万件 約125万件

H31/R1年度 約14億9,000万件
（平成31年4月～令和２年３月診療分）

計 約187億6,800万件 約2億7,800万件 約895万件

レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）のデータ件数
（令和２年3月末現在）

○レセプトデータ 約187億6,800万件を格納 （平成21年度～令和元年12月診療分）

○特定健診・特定保健指導データ 約 2億8,700万件を格納 （平成20年度～平成30年度実施分）

第49回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議 資料3
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レセプト情報の匿名化と活用の仕組み

希少疾患などデータ数が特に少なく個人の特定につながるおそれが
あるデータは、オープンデータと第三者提供の対象外としている。

【ビッグデータの現在の活用内容】

・国・都道府県で医療費適正化計画の評価等に活用

・大学、研究開発独法等が行う研究に第三者提供
（H23年度～）

・利用ニーズの高いデータを公表（オープンデータ：
H28年度～）

【改正法で新たに整備する内容】

・介護データベース、DPCデータベースと連結できる（匿名データのままで連結）。

➡ （例） 特定保健指導の効果分析で、医療費に加えて、介護費用も入れて分析できる。

リハビリ（医療・介護）の利用状況と在宅復帰の状況を地域別に比較分析できる。

・厚生労働大臣は、相当の公益性を有する研究等を行う自治体・研究者・民間事業者
等の幅広い主体に情報を提供することができる。

・情報の提供を受けた者に対し、特定の個人を識別する目的で他の情報と照合するこ
とを禁止するなど、安全管理の義務を課す（是正命令、罰則あり）。

・情報提供を受ける者から実費相当の手数料を徴収できる。国民保健の向上のため
重要な研究等には手数料を減免できる。

保険者・自治体が、加入している被保険者
個人への保健指導や予防・健康づくりに活用

加入者の受診状況や健診結果を分析

厚生労働省

保険医療機関・薬局

保険診療

支払基金・国保連
（審査支払機関）

個人が特定できる
情報の状態

請求

個人が特定できる情報

【個人単位で分析可能】

レセプト

保険者
（市町村国保、健保組合等）

NDB

レセプト情報・特定健診等
情報データベース

特定健診結果

特定健診情報
（匿名化）

《匿名化》
国が収集する前の段階で個人が特定できない情報の状態にして登録

（復元できない規則性がない文字列により同一の者の追跡が可能となるよう加工）

個人の診療歴等の追跡可能性を確保しつつ、
個人が特定できない状態で、全国の全加入者の情報を

データベース化（ビッグデータ）

⇒ 地域別の受診状況や健診データの分析等に活用
【個人の特定はできない、特定されない】

！

レセプト

請求

レセプト情報
（匿名化）

《保険請求～保険者による加入者への保健指導等の流れ》

レセプト情報（匿名の
ビッグデータ）の活用

レセプト
支払い 支払い

全国／地域

個人
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以下の特徴を持つ「ハッシュ関数」を用いることで、個人の特定につながる情報を削除（「匿名化」）
した上で、同一人物の情報であることを識別できるようにし、データベースへ保管している。

【ハッシュ関数の特徴】
①与えられたデータから固定長の疑似乱数（ハッシュ値）を生成する。
②異なるデータから同じハッシュ値を生成することは極めて困難。
③生成された値（ハッシュ値）からは、元データを再現することは出来ない。
※ 個人情報（氏名、生年月日等）を基にしてハッシュ値を生成し、それをＩＤとして用いることで個人情報を削除したレセプト情報
等について、同一人物の情報として特定することが可能。

保険者番号
記号、番号
生年月日
氏名 など

個人情報

354hja9sa0s
809

新規レセプトデータ 新規レセプトデータ

過去のレセプトデータ

特定健診データ

①個人情報をもとに
ハッシュ値を生成

②個人情報を削除。ハッシュ値のみ残し、
運用管理業者が独自キーを発生。

④ハッシュ値を基に突合

【イメージ】

354hja9sa0s
809

Fjdaosiujt
434et

Fjdaosiujt
434et

××××

Fjdaosiujt
434et

新規レセプトデータ

③一次ハッシュ値と独自キーに基づき２次ハッ
シュ値を作成。

同一人として特定する方策：ハッシュ関数の採用
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ハッシュ関数についての留意点

ハッシュ関数自体、及びそのインプットとなる個人情報の管理状況から、同一人物の情報の紐付けを
完全には行うことが困難なため、分析目的に応じた考慮（不良データの許容度、修正方針等）が必要。

①個人情報（保険者番号、記号番号、生年月日、
性別、氏名）をもとにハッシュ値を生成するため、
これらの情報に変化があった場合、突合が困
難

渡辺太郎
1970/1/1
男性

渡邊太郎
1970/1/1
男性同じ人物でも名前の誤記、結婚等で

名前が異なる場合等、ハッシュ値も
異なるため突合が困難

fjdaosiujt434et 897435gadsgja

■レセプト ： 漢字氏名
■健診・保健指導 ： カナ氏名

山田太郎
1966/4/4
男性

鈴木花子
1975/6/1
女性

現在利用している
ハッシュ関数（SHA-256）
の場合、1/2128の確率で

異なるインプット情報から同一の値が
生成される可能性有り

ｌｆｄａｓ８９ｊｈｄａａｆｌｆｄａｓ８９ｊｈｄａａｆ

インプットが
異なるため
ハッシュ値も
異なる

②レセプト情報と健診・保健指導データでは氏
名の記載ルールが異なる

③ハッシュ関数の技術的特性として、極めて小さ
い確率ではあるが、異なる入力情報から同一
のハッシュ値が生成される可能性がある。
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留意点への対応

前ページの留意点に対応するため、現在、情報に変化のある「保険者番号、記号・番号」及び「氏名」
について、それぞれ別のハッシュ関数を生成させ、データの突合の精度を向上させている。

保険者番号
記号
番号

生年月日
性別

氏名
生年月日
性別

fjdaosiujt434et

897435gadsgja

① 保険者番号・記号番号・生年月日・性
別からハッシュ値①を生成させる。

② 氏名・生年月日・性別からハッシュ
値②を生成させる。

ハッシュ値を２つ生成させる
対応可能なケース
ケース①（記号・番号変更）

転職などで保険者番号、記号・番号が変更になった場合

ハッシュ値②により紐付けが可能

※ただし、年月日・性別・氏名について同一の人物がいた場合、紐付
けが不可能となる。

ケース②（氏名変更）

氏名の記載ミス、結婚などで氏名が変更になった場合

ハッシュ値①により紐付けが可能

※ ただし、生年月日、性別について同じ人物が同一記号・番号内に２名以
上、存在した場合、紐付けが不可能となる。（双子など）

ケース③（レセプトと健診・保健指導データの紐付け）

氏名の記載ルールが異なるレセプトと健診・保健指導データを紐付ける場
合

ハッシュ値①により紐付けが可能

※ ただし、生年月日、性別について同じ人物が同一記号・番号内に２名
以上、存在した場合、紐付けが不可能となる。（双子など）

対応不可能なケース
記号・番号と氏名ともに変更があった場合

・結婚などで保険者が変更、氏名が変更になった場合
・転職などで保険者が変更、氏名の記載ミスがあった場合
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レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）の活用

全国のレセプトデータと特定健診等データを
収集し、データベース化

＜収載データ数＞

レセプトデータ 約１９３億件

［2009年4月～2020年3月診療分］

特定健診・保健指導データ 約２.９億件

［2008年度～2018年度実施分］

○ 厚生労働省では、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、レセプト情報（2009年度分以降）と特定健診等情報（2008年
度分以降）を匿名化したデータを保険者から収集し、「レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ：National 
Data Base）」に収載するとともに、2011年度以降、行政機関や公益的な研究を行う者にデータを提供している。

○ さらに広く活用できるよう、都道府県別の診療行為の請求件数や薬剤の使用状況などの基礎的な集計表を、2016年度から
「ＮＤＢオープンデータ」としてホームページに公表している。

保険者
NDB

厚生労働省

支払基金

保険医療機関・薬局

特定健診
等データ

請求

レセプト

匿名化して登録

保険診療

特定健診・保健指導

登録

匿名化して登録
※2020年６月時点

支払基金・国保連
（審査支払機関）

オープンデータの公表
（2016年度～、年１回）

公益的な研究を行う者への
第三者提供（2011年度～）

有識者会議・専門委員会で利用目的や
必要性等を審査

診療年月：H26年04月～H27年03月

男性
0～4歳 5～9歳

A000 初診料 111000110 初診 282 251,700,771 13,158,090 12,444,947
111011810 初診（同一日２科目） 141 3,010,015 44,422 34,995

111012510 初診（他医療機関からの紹介状がない患者） 209 235 - -
111012610 初診（同一日２科目・減点規定該当の場合） 104 127 - -
111012710 初診（妥結率５割以下） 209 46 - -

A001 再診料 112007410 再診 72 1,046,115,793 17,554,613 16,065,016

112007950 電話等再診 72 2,257,307 57,550 28,712
112008350 同日再診 72 1,870,881 131,185 81,866
112008850 同日電話等再診 72 255,812 13,302 8,783

112015810 再診料（同一日２科目） 36 8,275,659 21,003 17,823
112015950 電話等再診（同一日２科目） 36 377 13 -
112016850 同日再診（妥結率５割以下） 53 - - -
112016610 再診（妥結率５割以下） 53 167 - -

112017010 再診料（同一日２科目・減点規定該当の場合） 26 - - -
A002 外来診療料 112011310 外来診療料 73 171,376,499 2,946,313 1,936,505

112011710 同日外来診療料 73 213,488 15,993 6,039
112016210 外来診療料（同一日２科目） 36 7,787,848 44,384 24,016

112016410 外来診療料（同一日２科目・減点規定該当の場合） 26 30 - -
112016310 外来診療料（他医療機関へ紹介する旨申し出た患者） 54 11 - -
112017450 同日外来診療料（妥結率５割以下） 54 - - -

総計
分類
コード

分類名称
診療行為
コード

診療行為 点数

（※１）レセプトデータは電子化されたデータのみを収載。特定健診等データは全データを収載。

（※２）ハッシュ関数を用いて匿名化し、個人の診療履歴の追跡可能性等を確保しつつ、個人の特定ができないようにしている。希少疾患な
どデータ数が特に少なく個人の特定につながるおそれがあるデータは、オープンデータや第三者提供の対象外としている。

オープンデータは集計表形式で公開 回数が多い項目はグラフ化 オープンデータの対象項目も拡大

特定健診等データ：身長・体重・血圧、血糖・血中脂
質・肝機能・尿検査等の検査値、問診の結果、血圧・
血糖・血中脂質の治療薬の服薬、喫煙・飲酒、食事・
運動等の生活習慣、保健指導の実施状況
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特別抽出
サンプリング
データセット

集計表情報

基本的な
イメージ

申出者の要望に応じ、
データベースにある全デー
タのなかから、該当する個
票の情報を抽出し、提供す
る

探索的研究へのニーズに対
応し、抽出、匿名化などを施
して安全性に十分配慮した、
単月分のデータセット

申出者の要望に応じ、データ
を加工して作成した集計表を
提供する

提供データ 個票 一部匿名化等を行った個票 集計表

含まれている
データ項目例

レセプト情報、特定健診等情報
に含まれている、ほぼすべての
項目

希少な情報があらかじめ匿名化・
削除されたレセプトデータ

集計表

利用にあたり
具備すべき
セキュリティ

データ利用時に、情報セキュリ
ティマネジメントシステムを確実
に運用できる利用環境を整える

特別抽出で求められるセキュリティ水準と比較して
ある程度具備しやすいセキュリティ水準での利用が可能

想定される
利用者像

レセプト研究に一定の知見があ
り、申出内容や抽出条件を吟
味し、大量のデータを高速に処
理することを想定している利用
者

レセプト研究に関心はあるが経験
がまだ十分でなく、データの特徴
や各項目の概要を把握したいと
考えている利用者

集計された結果を必要とし、デー
タ処理を行うことを想定していない
利用者

提供されているデータの種類

16



オンサイトリサーチセンターでのデータ提供

厚生労働省
保険局

現 在 の 第 三 者 提 供

研究機関

実地監査を行うものの、利用者における実
際の日々の利用状況を全て把握するのは困
難。

研究機関そのものの構造により、セキュリ
ティに限界がある場合がある

データ輸送時の紛失、漏洩といったリスクも
存在する。

移
動
す
る
の
は

デ
ー
タ

研究機関
利用者が申出を行い、厚生労働省が承諾すれば、利用者が直接オンサイトセン
ターに行き、データの集計を行う。

研究機関に個票データではなく集計表データを渡す。

オンサイトセンターでの利用

データセンター

研究区画

サーバー区画

データセンター

依頼に応じ、データセンターのスタッフ
がデータを抽出し、媒体に複写する。

複写された媒体を、厚生労働省に送
付する。

データセンター自体は厳重なセキュリ
ティが施されている。

利用者は、厚生労働大
臣からの申出承諾後
に利用

利用者はオンサイトセンターに直接出向き、決めら
れたデータにアクセスし集計を行う。

厚生労働省は分析過程はすべてログ記録を残し、
最終的に集計表情報を磁気媒体に出力したものを、
審査のうえ利用者に渡す。

機器操作について、ヘルプデスクにより利用者をサ
ポートする。

研究機関などに、十分にセキュリティを確保した施設
として整備する。

オンサイトセンター

移
動
す
る
の
は

利
用
者

データセンターのスタッフは、オンサイト
センターを利用し研究者が作成した集計
表情報を内容を確認磁気媒体に出力す
る。

サーバー区画

平成27年4月オンサイトリサーチセンターが開設され、令和3年1月時点で東京大学・京都大学・厚生労働省の３カ所で本格的に運
用している
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第三者提供の申出件数及び承諾件数の推移並びに提供依頼申出者の区分
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厚生労働省 71件

国の行政機

関 11件

都道…

市区町村

8件

研究開発独

立行政法人

等 25件

大学・大学

院 157件

国所管の公

益法人 13件

その他 3件

※ 367件の申出に対し、307件を承諾（平成31年度末時点）

第三者提供の申出件数及び承諾件数の推移 提供依頼申出者の区分（件数）

第49回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議 資料3
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 平成23年度より、医療費適正化計画策定に資する目的以外でのNDBデータの利用が認められ、有識者会議で承
諾を受けた研究に対してNDBデータの第三者提供が開始された。

 令和２年３月末までに307研究に対するデータ提供が承諾されている。

 平成29年までに138件、平成30年度に48件の成果物の報告があり、令和２年5月末までに新たに119件の成果物
の報告があった。

 成果物の発表年での推移については以下の通り。

令和２年５月までに公表された成果物の集計について

※ レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン（抄）
第13 実績報告書の作成・提出
２ 利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、有識者会議に報告するとともに、必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。

※申出者より成果物として提出された公表物について発表年で集計
※2020年5月末時点での報告

4
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第50回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議 資料4
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１．概要

２．第三者提供の実績

３．第三者提供の申請と審査

４．オープンデータの紹介

５．NDBと連結解析の展望

アジェンダ



NDBの第三者提供制度の施行等について

○ レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）や介護保険総合データベース（介護ＤＢ）等の保健医療分野の公
的データベースの第三者提供の枠組みや連結解析について、令和元年健康保険法等改正において関係法律を改正して規定を
整備し、令和２年10月から施行した。
＜連結解析に関する新たな規定内容＞

・データの収集・利用目的に関する法の規定の整備
・第三者提供の枠組みの制度化（利用の公益性の確保、社会保障審議会に対する事前の意見聴取、目的外利用の禁止、安全管理措置義務、各種義
務違反に対する罰則等）
・第三者提供に係る手数料の根拠規定の整備、NDB・介護DBの連結解析 等

○ 当該施行に併せて、第三者提供に係る手数料及び手数料の免除対象者、第三者提供に係る手続、データの安全管理措置の
内容等について、政省令で必要な規定を整備するとともに、ガイドラインを策定し、第三者提供に係る審査基準や安全管理措置
の具体的な内容を定めた。
＜安全管理措置の具体的内容＞

・提供したNDBデータを参照可能な区画を明示し、取扱者（専門委員会への事前申出・承認要）以外の者の無断立入りを防ぐ対策を講ずること
・取扱者の端末へのログイン時刻、アクセス時間及びログイン中に操作した取扱者が特定できるようにすること
・原則として二要素認証（生体認証、デバイス認証、ID/パスワード認証のうち２つ）を求めること

○ また、医療保険部会・介護保険部会の下に、それぞれ「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」・「匿名介護情報等の提
供に関する専門委員会」を設置するとともに、連結したデータを含めた一体的調査審議を行う場として「匿名医療・介護情報等の
提供に関する委員会」を設置した。

○ ３ヶ月に1回の頻度で専門委員会を開催し、提供申出の審査の他、ガイドラインの検討等を行う。
○ 指定難病・小児慢性特定疾病データベースをはじめとする保健医療分野の他の公的データベースとの連結解析についても、法的・
技術的課題が解決したものから、順次実現できるよう対応を進める。

1．NDBの第三者提供制度の施行について

２．今後の方向性について

提供申出者による
提供申出書作成

社会保障審議会
による審査

１ ２ 国及び提供申出者によ
る契約及びデータ抽出・

処理

国による提供申出者の
監査と公表物確認

３ ４

提供申出書作成

申出支援（※）
（支援窓口で

書類作成支援等）

受理後確認
（事務局で

利用目的等の
確認）

修正・提出

専門
委員会

厚労大臣の
承諾・
決定

誓約書

契
約
締
結

データ
抽出・
処理

監査
公表物
の確認

監査対応 公表物提
出・修正

提供申出者

NDB

【第三者提供の流れ】
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第三者提供の対象となる提供申出者・業務

○ データの第三者提供については、現行では、ガイドラインによりその対象が国、大学等に限定されている
ところ。改正法により、これまで第三者提供の対象外としていた民間事業者にも匿名データの提供を行うこ
とが可能になった。

＜改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第16条の２第１項＞

（国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供）
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報（医療保険等関連情

報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者（次条において「本人」という。）を識別する
こと及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令
で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。）を利用し、又は厚生労働省令で定
めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供する
ことができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に
関する調査

二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公
衆衛生の向上及び増進に関する研究

三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省
令で定める業務（特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。）

※介護DB（介護保険法）、DPC（健康保険法）も同様の規定を置いている。
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○ 第三者提供の対象となる者
従来、ガイドラインに基づいて行ってきたNDBデータ等の第三者提供では、申出が可能な者を国、地方自治体、大

学等に限定していたところ。
令和元年健康保険法等改正により、これまで第三者提供の対象外としていた民間事業者にもNDBデータ等の提

供を行うことを可能とし、幅広い主体によるデータの利活用を促進することとした。

○ 第三者提供に係る手数料

NDBデータ等の第三者提供には、個々の申出に対応する作業量に応じた費用が発生すること、NDBデータ等の利
用者にも受益が発生することを考慮し、令和元年健康保険法等改正により、NDBデータ等の利用者は実費相当の
手数料を納めなければならないこととした。一方で、国民一般に利益が及ぶような特に重要な研究等の公益性等に
鑑み、その利用を促すことが適当であるため、以下のとおり手数料の免除の仕組みを設けた。

特定健診
約2.９億件
（Ｈ20.4～）

研究者保険者行政

NDB

医療レセ
約193億件

（Ｈ21.4～）

要介護認定
約6千万件

（Ｈ21.4～）

介護総合ＤＢ

介護レセ
約10.9億件
（Ｈ24.4～）

<分析の例>

・ 地域の医療・介護提供体制の
客観的評価に関する分析

・ 医療費・介護費の両面の
評価に関する分析

・ 医療・介護サービスの効果
に関する分析

・地域包括ケアシステムの構
築や効果的・効率的な医療
介護提供体制の整備

・医療・介護サービスの質の
向上

幅広い主体による公益目的での分析

民間企業

＜主体の例＞

匿名化されたデータを連結して解析

NDB等の第三者提供制度の内容及び第三者提供に係る手数料について

○ 第三者提供に係る手数料の額
人件費等を踏まえた時間単位の金額に、作業に要した時間
を乗じて得た額とする。
時間単位の金額は、それぞれ１時間までごとにNDBは6100

円、
DPCデータは4250円（介護DBは5900円）
作業に要した時間とは、申出処理業務（申出書類確認・専
門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等）とデー
タ抽出業務（SQL 作成・テスト実施・結果の検証等）に要し
た時間とする。

○ 手数料の免除対象者
NDBデータ等の利用者が以下の者のみから構成されている研
究等については、手数料を免除する。
１．国の行政機関及び地方公共団体
２．科研費等の補助金を受けてNDBデータ等を利用する業務を

行う者（※）
３．１．２．の者から委託を受けた者

※例：厚生労働科学研究費の交付を受けて、当該交付対象と
なっている研究を行う研究グループ等
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「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン」 主な記載事項

ＮＤＢで保有する情報について提供の求めを受けた場合には、下記を内容とする「匿名レセプト情報・匿名特定健診等
情報の提供に関するガイドライン」に則って、専門委員会における審査や第三者提供を実施。

＜利用者の範囲＞
公的機関、大学その他の研究機関(研究開発独法等)、民間事業者 等

＜専門委員会における審査＞
「匿名医療情報等の提供に関する専門委員会」において、個別の申出内容を下記の審査基準に照らして審査の後、
厚生労働大臣が提供可否を決定。

【審査基準】
①利用目的

匿名レセプト情報等の利用目的は、国民保健の向上に資するものか。
②利用の必要性

利用する匿名レセプト情報等の範囲が利用目的に照らして必要最小限であるか、匿名レセプト情報の性格に
鑑みて情報の利用が合理的か、データの分析等が特定個人を識別する内容ではないか。
特定の商品や宣伝に直接利用する/利用されると推測されるものでないか。

③研究内容の実行可能性
研究計画の内容は、申出者の過去の研究実績や人的体制に照らして実行可能であるか

④安全管理措置
適切な措置（匿名レセプト情報等を複写した情報システムを外部ネットワークに接続しない、
個人情報保護に関する方針の策定・公表、外部委託契約における安全管理条項の有無等）を講じているか

⑤結果公表等
学術論文等の形で研究成果が公表される予定か、施策の推進に適切に反映されるか 等

＜利用期間＞ ＜利用制限＞
原則、２年が上限。 あらかじめ審査を受けた目的の範囲内限り利用可能。

＜利用後の措置＞
集計等のために管理する情報と中間生成物を削除。

＜研究成果の公表＞
研究成果の公表を行う。
※個人特定がされないよう、最小集計単位の原則等に則り公表する。
また、公表前に厚生労働省に報告し、確認を受ける必要がある。

＜違反への対応＞
利用の取消、成果物の公表の禁止、違反者の氏名・所属研究機関名の公表 等
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ガイドラインにおいて想定している利用形態

厚
生
労
働
省
か
ら
デ
ー
タ

原則として手渡し

インターネット

情報システムへの複写
は原則１回きり

インターネット等との
接続は禁止

利
用
場
所
は
施
錠
さ
れ
、

入
退
室
の
状
況
は
管
理

あらかじめ申し出られた
施錠可能なスベースで利用・保管

持ち出しは原則不可

あらかじめ申し出られた共同利用者に対して
研究の必要上、中間生成物を受け渡すなどの
例外的な場合にのみ管理された媒体による持
ち出しを認める。

＜利用にあたっての基本的な条件（ガイドライン第６ ４（４）①など）＞
○利用・保管場所は、国内であること。あらかじめ申し出られた施錠可能な物理的スペースに限定されており、原則として持ち出され
ないこと。
○匿名レセプト情報等を複写した情報システムはインターネット等の外部ネットワークには接続しないこと。

○提供された匿名レセプト情報等は、あらかじめ申し出られた利用者以外が利用してはならず、ほかの者への譲渡、貸与、他の情
報との交換等を行わないこと。

○適切な単位で具備すべき条件（必ずしも所属機関全体である必要はない）。として個人情報保護に関する方策を策定し、公開する
こと、運用管理規程、内部監査（自己点検）規程が必要。

○提供したレセプト情報等の情報システム等への複写は、前段階でのデータが消去されない限り、原則１回のみ。この原則は、厚生
労働省から提供されたレセプト情報等の元データだけでなく当該元データから作成される全ての中間生成物も含め適用される。
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不適切利用発生時の対応

 不適切利用の疑いが発生した場合、利用規約第４条第５号に基づき、原則として提供した
NDBデータの利用制限を実施した上で、詳細調査を行っている。

 詳細調査で不適切利用の疑いが消失した場合は、速やかに利用制限を解除する。

 不適切利用の事実が確定した場合は、事務局で措置案を検討した上で専門委員会に諮り、意
見をまとめた上で措置を実施する。

 原則として専門委員会は定期開催とするが、事案によっては持ち回りとする場合がある。

26

①
• 不適切利用の疑い

②
• 利用制限の実施 例）利用停止、成果物等の公表停止、データの返却等

③
• 詳細調査（不適切利用の疑いが消失した場合は速やかに利用制限の解除）

④
• 措置の検討

⑤
• 専門委員会にて審議

⑥
• 措置 例）提供申出禁止、利用停止、成果物の公表禁止、データの返却等

利用規約第４条（利用の制限）

五レセプト情報等の提供は、本契約の有効期間中であるにもかかわらず、保険局の判断とし
て運用を停止し、提供したレセプト情報等の利用の停止及び返還を求めることがあり得ること

第２回匿名医療情報等の
提供に関する専門委員会 資料3



○ 今までに７件の不適切利用に対する措置を実施しており、措置要件及び措置内容については下記の通り。

１（集計表情報） ２（集計表情報） ３（集計表情報） ４（集計表情報）

措置要件 ・公表物確認を怠った

・公表物確認を怠った

・最小集計単位を適切にマスク
していなかった

・公表物確認を怠った（複数件）

・最小集計単位を適切にマスク
していなかった（複数件）

・公表物確認を怠った
（複数件）

措置内容 １か月間の提供申出禁止
３か月間の提供申出禁止・利
用停止

３年間の提供申出禁止・利用
停止

３か月間の提供申出禁止・利
用停止
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５（特別抽出） ６（特別抽出） ７（特別抽出）

措置要件

・事前に承諾された目的以外への利用を
行った（複数件）

・レセプト情報等を依頼書等の記載とは異
なるセキュリティ要件の下で利用した

・レセプト情報等を依頼書等の記載とは異
なるセキュリティ要件の下で利用した

・公表物確認を怠った

・最小集計単位を適切にマスクしていな
かった

・レセプト情報等を依頼書等の記載とは異
なるセキュリティ要件の下で利用した（複
数件）

・公表物確認を怠った（複数件）

・最小集計単位を適切にマスクしていな
かった（複数件）

措置内容

レセプト情報等の速やかな返却、中間生
成物の消去

成果物の公表の禁止、無期限の提供申出
禁止、氏名・所属機関の公表（１名）

成果物の公表の禁止、６か月間の提供申
出禁止（１名）

６か月間の提供申出禁止（３名）

６か月間の提供申出禁止・利用停止（２
名）

レセプト情報等の返却、中間生成物の消
去

６か月間の提供申出禁止・利用停止（８
名）

これまでに措置を実施した不適切利用の一覧
第２回匿名医療情報等の

提供に関する専門委員会 資料3
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レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）の活用

全国のレセプトデータと特定健診等データを
収集し、データベース化

＜収載データ数＞

レセプトデータ 約１９３億件

［2009年4月～2020年3月診療分］

特定健診・保健指導データ 約２.９億件

［2008年度～2018年度実施分］

○ 厚生労働省では、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、レセプト情報（2009年度分以降）と特定健診等情報（2008年
度分以降）を匿名化したデータを保険者から収集し、「レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ：National 
Data Base）」に収載するとともに、2011年度以降、行政機関や公益的な研究を行う者にデータを提供している。

○ さらに広く活用できるよう、都道府県別の診療行為の請求件数や薬剤の使用状況などの基礎的な集計表を、2016年度から
「ＮＤＢオープンデータ」としてホームページに公表している。

保険者
NDB

厚生労働省

支払基金

保険医療機関・薬局

特定健診
等データ

請求

レセプト

匿名化して登録

保険診療

特定健診・保健指導

登録

匿名化して登録
※2020年６月時点

支払基金・国保連
（審査支払機関）

オープンデータの公表
（2016年度～、年１回）

公益的な研究を行う者への
第三者提供（2011年度～）

有識者会議・専門委員会で利用目的や
必要性等を審査

診療年月：H26年04月～H27年03月

男性
0～4歳 5～9歳

A000 初診料 111000110 初診 282 251,700,771 13,158,090 12,444,947
111011810 初診（同一日２科目） 141 3,010,015 44,422 34,995

111012510 初診（他医療機関からの紹介状がない患者） 209 235 - -
111012610 初診（同一日２科目・減点規定該当の場合） 104 127 - -
111012710 初診（妥結率５割以下） 209 46 - -

A001 再診料 112007410 再診 72 1,046,115,793 17,554,613 16,065,016

112007950 電話等再診 72 2,257,307 57,550 28,712
112008350 同日再診 72 1,870,881 131,185 81,866
112008850 同日電話等再診 72 255,812 13,302 8,783

112015810 再診料（同一日２科目） 36 8,275,659 21,003 17,823
112015950 電話等再診（同一日２科目） 36 377 13 -
112016850 同日再診（妥結率５割以下） 53 - - -
112016610 再診（妥結率５割以下） 53 167 - -

112017010 再診料（同一日２科目・減点規定該当の場合） 26 - - -
A002 外来診療料 112011310 外来診療料 73 171,376,499 2,946,313 1,936,505

112011710 同日外来診療料 73 213,488 15,993 6,039
112016210 外来診療料（同一日２科目） 36 7,787,848 44,384 24,016

112016410 外来診療料（同一日２科目・減点規定該当の場合） 26 30 - -
112016310 外来診療料（他医療機関へ紹介する旨申し出た患者） 54 11 - -
112017450 同日外来診療料（妥結率５割以下） 54 - - -

総計
分類
コード

分類名称
診療行為
コード

診療行為 点数

（※１）レセプトデータは電子化されたデータのみを収載。特定健診等データは全データを収載。

（※２）ハッシュ関数を用いて匿名化し、個人の診療履歴の追跡可能性等を確保しつつ、個人の特定ができないようにしている。希少疾患な
どデータ数が特に少なく個人の特定につながるおそれがあるデータは、オープンデータや第三者提供の対象外としている。

オープンデータは集計表形式で公開 回数が多い項目はグラフ化 オープンデータの対象項目も拡大

特定健診等データ：身長・体重・血圧、血糖・血中脂
質・肝機能・尿検査等の検査値、問診の結果、血圧・
血糖・血中脂質の治療薬の服薬、喫煙・飲酒、食事・
運動等の生活習慣、保健指導の実施状況
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ＮＤＢオープンデータの作成・公表

レセプト情報等の提供に関する有識者会議の議論等を踏まえ、NDBからレセプト情報及び特定健診等情報を抽出して、
医療の提供実態や特定健診の結果をわかりやすくまとめた集計表を作成し、NDBオープンデータとして公表。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html

「データ編」と「解説編」を、厚生労働省ホームページにて公表。
・「データ編」では、集計表をExcel形式で公表。
・「解説編」では、「データ編」で取り上げた集計表について、項目や留意事項の解説を行っている。
また、算定回数の多い代表的な項目について、都道府県別の算定回数をグラフに示し、それぞれの項目について簡単な説明を附記。

平成28年10月公表

平成29年９月公表

平成30年８月公表

一例

令和元年８月公表

医科点数表項目、歯科傷病、特定健診集計結果、薬剤データ

第１回の内容

第１、２回の内容

第１～３回の内容

第１～４回の内容

第１回
(平成２８年）

公表項目の追加の経緯

第２回
(平成２９年）

第３回
(平成３０年）

第４回
(令和元年）

第５回
(令和２年）

加算項目、歯科点数表項目、特定健診の
標準的質問表、薬剤処方数の上位

特定保険医療材料、歯科項目、
特定健診検査

医科診療行為一部項目に「二次医療圏
別」の集計、特定健診「ヘモグロビン」、
「眼底検査」について「詳細情報レコード」
を含めた集計

医科診療行為 「二次医療圏別」の集計結果
を「基本診療料」全ての項目に拡大
薬剤 「医科／歯科別」の集計結果
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第5回NDBオープンデータ：集計の対象①

 公表データ： ①医科診療報酬点数表項目、②歯科診療報酬点数表項目、③歯科傷病、
④薬剤データ、⑤特定保険医療材料、⑥特定健診検査項目、⑦特定健診質問票項目

 対象期間 ： ①～⑤：平成30年4月～平成31年3月診療分
⑥～⑦：平成29年度実施分

 公表項目 ： ①：A（初・再診料、初・再診料（加算）、入院基本料、入院基本料（加算）、

入院基本料等加算、入院基本料等加算（加算）、特定入院料、

特定入院料（加算）、短期滞在手術等基本料）、
B（医学管理等、医学管理等（加算））、

C（在宅医療、在宅療養指導管理材料加算、在宅医療（加算））、

D（検査、検査（加算））、E（画像診断、画像診断（加算））、

Ｆ（投薬、投薬（加算））、Ｇ（注射、注射（加算））、

H（リハビリテーション、リハビリテーション（加算））、

I（精神科専門療法、精神科専門療法（加算））、

J（処置、処置医療機器等加算、処置（加算））、

K（手術、輸血、手術医療機器等加算、手術（加算） ）
L（麻酔、麻酔（加算））、M（放射線治療、放射線治療（加算））、

N（病理診断、病理診断（加算））

データの対象・項目等

令和2年12月25日に公開
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第5回NDBオープンデータ：集計の対象②

 公表項目 ： ②：A（初・再診料）、B（医学管理等）、C（在宅医療）、Ｄ（検査）、

Ｅ（画像診断）、Ｆ（投薬）、Ｇ（注射）、Ｈ（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）、

Ｉ（処置）、Ｊ（手術、輸血）、Ｋ（麻酔）、Ｌ（放射線治療）、

Ｍ（歯冠修復及び欠損補綴）、Ｎ（歯科矯正）、Ｏ（病理診断）

③：「う蝕」、「歯周病」、「喪失歯」
④：「内服」、 「外用」、 「注射」それぞれにつき、「外来院内」、「外来院外」、「入院」

ごとに、薬価収載の基準単位に基づき、薬効分類別に処方数の上位100位を紹介
「内服」の、「外来院外」ごとに、「医科」・「歯科」別に薬価収載の
基準単位に基づき、一部の薬効分類別に処方数の上位10位を紹介
「歯科用薬剤」の、「外来院内」、「外来院外」、「入院」ごとに、薬価収載の基準単位
に基づき、薬効分類別に処方数の上位10位を紹介

⑤：「医科材料（在宅医療）」、
「医科材料（検査、画像診断、投薬、注射、処置、手術、麻酔、放射線治療）」、
「医科材料（フィルム）」、 「歯科（注射）」、
「歯科（投薬、処置、手術、麻酔、放射線）」、
「歯科（歯冠修復及び欠損補綴）」、「歯科（歯科矯正）」、 「調剤材料」、
「その他材料」

⑥：「BMI」、 「腹囲」、 「空腹時血糖」、 「HbA1c」、 「収縮期血圧」、 「拡張期血圧」、
「中性脂肪」、 「HDLコレステロール」、 「LDLコレステロール」、 「AST」、 「ALT」、

「γ-GT」、 「貧血検査」、「眼底検査」、「尿蛋白」、「尿糖」
⑦：「標準的な質問票１～２２」

データの対象・項目等
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第5回NDBオープンデータ：公表形式と公表物

 集計対象①～⑦に対し集計表を作成し、また一部項目はグラフを作成する。

 集計対象①～⑤の集計表では「都道府県別」および「性・年齢別」の集計を、⑥、⑦の集計表では「都道
府県別／性・年齢別」のクロス集計を行う。

 集計対象①の集計表では一部の診療行為に対し「都道府県別／性・年齢別」のクロス集計を行う。

 集計対象①の集計表では一部の診療行為だったが、医科診療行為の「基本診療料」全ての項目に拡大
して、「二次医療圏別」の集計を行う。

 マスク仕様の変更（10未満のマスク対象箇所が1箇所の場合、2番目に小さい箇所のみマスク）

 グラフでは「都道府県別」の記載を行う。

公表形式

 「データ編」では集計表を厚生労働省ホームページで公表する。

 「解説編」では、「データ編」で取り上げた集計表について、項目や留意事項の解説を行っている。また、算
定回数の多い代表的な項目について、都道府県別の算定回数をグラフに示し、それぞれの項目について簡
単な説明を附記している。

「データ編」と「解説編」の公表
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○ レセプト情報・特定健診等情報データベース（ＮＤＢ）や介護保険総合データベース（介護ＤＢ）等の保健医療分野の
公的データベースを連結・解析する基盤の構築に向けて、法的・技術的論点を整理するため、平成30年度に「医療・介護
データ等の解析基盤に関する有識者会議」で検討。

○ 連結のニーズが高く、悉皆的な匿名データベースとして共通性があるＮＤＢと介護ＤＢの連結解析について、令和元年
健康保険法等改正において関係法律を改正して規定を整備した（令和２年10月施行予定）。

＜連結解析に関する新たな規定内容＞

・データの収集・利用目的に関する法の規定の整備

・第三者提供の枠組みの制度化（利用の公益性の確保、個別審査や成果の公表、目的外利用の禁止、不適切事案への対応等）

・利用者支援等の実施体制、利用ニーズの多様化に対応した費用負担の根拠規定の整備、匿名での連結解析の確保 等

医療・介護データ等の連結解析について

特定健診
約2.9億件

（Ｈ20.4～）

研究者保険者行政

NDB

医療レセ
約193億件

（Ｈ21.4～）

要介護認定
約6千万件

（Ｈ21.4～）

介護総合ＤＢ

介護レセ
約10.9億件
（Ｈ24.4～）

解析等のサービスを提供

<分析の例>

・ 地域の医療・介護提供体制の客観的評価に関する分析

・ 医療費・介護費の両面の評価に関する分析

・ 医療・介護サービスの効果に関する分析

＜医療・介護データの連結解析基盤のイメージ＞

・地域包括ケアシステムの構築や効果的・効率的な
医療介護提供体制の整備

・医療・介護サービスの質の向上

幅広い主体による公益目的での分析

企業

＜主体の例＞

匿名化されたデータを連結
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通所・訪問リハビリテーションの質の評価データ収集等事業のデータ

• 通称”VISIT” (monitoring & eValuation for rehabIlitation ServIces for long-Term care)

• 通所・訪問リハビリテーション事業所から、リハビリテーション計画書等の情報を収集(2017年度～)。

• 2018年度介護報酬改定で、データ提出を評価するリハビリマネジメント加算(Ⅳ)を新設。

• 2019年3月末時点で577事業所が参加。

• 利用者単位のフィードバックに加えて、 2019年３月より事業所単位でのフィードバックを開始。CHASE
高齢者の状態、ケアの内容等データ

介護DB
要介護認定情報・

介護レセプト等情報

VISIT
リハビリデータ

介護保険総合データベース（介護DB）

• 市町村から要介護認定情報(2009年度～)、介護保険レセプト情報(2012年度～) を収集。

• 2018年度より介護保険法に基づきデータ提供を義務化。

• 2018年度に「要介護認定情報・介護レセプト等情報の提供に関するガイドライン」を発出し、データ
の第三者提供を開始。

• 地域包括ケア「見える化」システムにも活用

上記を補完する高齢者の状態・ケアの内容等のデータ

• 通称”CHASE” (Care, HeAlth Status & Events)

• 「科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」において具体的な内容を検討し、2018年３月の中間
報告で、データベースに用いる初期項目（265項目）を選定。

• 2019年３月より検討会を再開し、収集項目の整理等について再検討を行い、2019年7月に取り
まとめを実施。

• 2019年度中にデータベースの開発を行い、2020年度から運用を開始する予定。

介護関連データベースの構成
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【介護DB】第三者提供の承諾件数の推移及び提供依頼申出者の区分

6

10

2

0

2

4

6

8

10

12

平成30年度 平成31年度 令和２年度

承諾件数

国の行政機関 1件

都道府県…

大学・大学院 14件

国・都道府県所管の公益法人…

第三者提供の承諾件数の推移 提供依頼申出者の区分（件数）

（１１月より開始） （９月末時点）
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連結解析のイメージ

○匿名DBであるNDBと他のデータベースを連結解析するためには、各データベース間で共通の、同一人物
であることを示す個人別符号（ID）が必要である。

○この個人別符号（ID）を用いて両データベース間の情報を連結し、解析することができる。

保険花子医療機関等 介護事業者

医療保険者 市町村
＜提出時にハッシュ化＞

レセプト上の氏名、性別、生年月日
を元に、ハッシュ値を作成

（氏名・性別・生年月日は削除）

iogk5lo2sjnvzpoNDB 介護DB

医療レセプト
特定健診データ

介護レセプト
要介護認定情報

＜iogk5lo2sjnvzpo＞ ＜iogk5lo2sjnvzpo＞
IDが同じ

→連結可能

厚生労働省へ提出 厚生労働省へ提出

受診 介護サービス

医療機関がレセプトを
保険者へ提出

第三者提供 第三者提供

＜医療と介護の連結のイメージ＞

介護レセプトを
市町村へ

連結・解析

レセプト
顕

レセプト
匿

レセプト
匿

レセプト
顕

レセプト
匿

レセプト
匿

38



医療・介護データ等の連結に関するスケジュール

2020年度 2021年度 2022年度～

①他の公的DB等との連結

②介護保険等関連情報への高齢者の状態等の情報の追加

NDB・介護DBの連結解析開始
個人単位医療被保険者番号をハッシュ化して
作成した識別子の収集開始

NDB・介護DB・
DPCDBの連結解析

他の公的DB等との連結解析の検討を適宜実施

第三者提供に向けた検討

2021.10 以降2020.10

2022.4 以降

2021.4

CHASE運用開始
（※VISITは2017年度より運用）

2020.５

介護保険法に基づくCHASE等データの収集開始
VISIT・CHASEシステムを一体的に運用

第50回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議 資料3

39



保健医療分野の主なデータベース等の状況

保健医療分野においては、近年、それぞれの趣旨・目的に即してデータベース等が順次整備されてい
る。
主なデータベース等の状況は下表のとおり。

2019/9/24 第3回医療等情報の連結推進に向けた被保険
者番号活用の仕組みに関する検討会資料を一部改変

区分
国が保有するデータベース 民間DB 国の統計調査

顕名データベース 匿名データベース 顕名DB 調査票情報

データ
ベース等
の名称

全国がん
登録ＤＢ
（平成28年～）

難病ＤＢ
（平成29年～）

小慢ＤＢ
（平成29年度～）

ＮＤＢ
（レセプト情報・
特定健診等情報
データベース）
（平成21年度～）

介護ＤＢ
（平成25年～）

ＤＰＣＤＢ
（平成29年度～）

MID-NET
（平成23年～）

次世代医療基盤
法の認定事業者

（平成30年施行）

人口動態
調査

（死亡票）

元データ
届出対象情報、
死亡者情報票

臨床調査個人
票

医療意見書
レセプト、
特定健診

介護レセプト、
要介護認定情
報

DPCデータ
電子カルテ、
レセプト
等

医療機関の診療
情報 等

死亡診断書、
死亡届

主な
情報項目

がんの罹患、
診療、転帰
等

告示病名、生
活状況、診断
基準 等

疾患名、発症
年齢、各種検
査値 等

傷病名（レセ
プト病名）、
投薬、健診結
果 等

介護サービス
の種類、要介
護認定区分
等

傷病名・病態
等、施設情報
等

処方・注射情
報、検査情報
等

カルテやレセプ
ト等に記載の医
療機関が保有す
る医療情報

死亡者の出生年
月日、住所地、
死亡年月日、原
死因 等

保有主体
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）
国

（厚労大臣）

PMDA・
協力医療機関

認定事業者
（主務大臣認定）

国
（厚労大臣）

匿名性 顕名
顕名

（取得時に
本人同意）

顕名
（取得時に
本人同意）

匿名 匿名 匿名 匿名

顕名
（オプトアウト

方式）
※認定事業者以外への

提供時は匿名化

匿名

第三者提供
の有無

有
（平成30年度～）

有
(令和元年度～)

有
(令和元年度～)

有
（平成25年度～）

有
（平成30年度～）

有
（平成29年度～）

有
（平成30年度～）

有
※認定事業者以外への

提供時は匿名化

有
※統計法に基づく

根拠法

がん登録推
進法第5、６、
８、11条

－ －

高確法16条
※令和２年10
月より、高確
法第16条～第
17条の２

介護保険法
118条の２
※令和２年10
月より、介護
保険法第118
条の２～第
118条の11

厚労大臣告示
93号５項３号
※令和２年10
月より、健保
法第150条の
２～第150条
の10

PMDA法
第15条

次世代医療基盤
法

統計法
人口動態調査令

※NDB・介護DBの連結解析は
2020年（令和２年）10月施行

※NDB・介護DB・DPCDBの連結解析は、
2022年（令和４年）４月施行
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他の公的ＤＢ等との連結に関する課題等について

DPC
データベース

全国がん登録データベース
指定難病・小児慢性特定

疾病データベース
MID-NET

人口動態調査
（死亡票）

• 氏名等情報から共通の
ハッシュIDを生成すること
で、一定の精度で連結で
きる見込み

• がん登録推進法との整合
性に留意が必要

• 連結解析により、匿名化
された情報から個人の識
別に繋がることがないよう
検討が必要

• 現状、法令で定められ
てはおらず、告示で定め
ている

• 他のDBとの連結を前
提としていないため、連
結へ向けて必要な項目
を取得するなど、個票
等の様式の変更等の
検討が必要

• 連結に必要なハッシュ生成
情報がPMDA側のシステム
で収集できる仕組みになって
いないため、協力医療機関
側システムの大規模な改修
が必要

• 第三者提供は統計法との
整合性に留意が必要
（制約あり）

• 精度の観点から連結に必
要な共通項目の検討が
必要

令和４年４月以降の連結
に向けて、共通のハッシュID
の生成を進めていく

がん登録DBの第三者提供
の状況を踏まえ連携の在り
方検討
その上で、連結解析や第三
者提供の要件等をがん登録
推進法との整合性にも留意
して検討していく

まずは難病DB及び小慢
DBの連結の具体的な方
法等を整理した上で、両
DBをNDB、介護DBに連
結解析することについて検
討する

協力医療機関等との連携を図
りながら、連結解析の検討を進
めるとともに、必要な技術的対
応を精査し、システム改修や運
用スキームを関係機関とともに
検討していく

必要な法令的・技術的対応
を精査し、統計法との整合
性に留意して検討していく

①連結解析の具体的ニーズがデータベースの関係者間で共有されているか
②収集・利用目的が法令等で明確に定められ、連結解析を位置づけることが可能であるか
③第三者提供の枠組みが法令等で定められ、連結解析に係る第三者提供を位置づけることが可能であるか
④NDB、介護DBとの匿名での連結解析が技術的に可能であるか

「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」（平成30年11月16日）より抜粋し、最新の状況に変更

41

第50回レセプト情報等の
提供に関する有識者会議 資料3



地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の概要

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点
から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の
データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日(ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日)

施行期日

改正の概要

※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き
高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、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】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の
情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、
社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・
提供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。

令和２年６月１２日公布

42



被保険者番号履歴を活用した医療等情報の連結の仕組みの具体化について

● 2019年11月の医療保険部会で「医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会報告書」について御報告。
その後、NDB等での活用方法（事務の整理）の検討を進めてきた。今後の対応方針は次のとおり。

NDBにおける履歴照会・回答システムの活用スキーム

● NDBで履歴照会・回答システムを活用するに当たり、できる限り安全性に配慮した設計とする観点から、次の対応を実
施。
❶ 履歴照会・回答システムへの被保険者番号の照会は、現行、医療レセプトのハッシュ化処理を行っている支払基金・

国保連合会に、厚生労働大臣から委託して実施する。

▶ 現行、医療レセプトのハッシュ化は支払基金・国保連合会に実施いただいているが、履歴照会・回答システムへの照会は、
ハッシュ化処理の前に行うことが必要。

▶ このため、履歴照会・回答システムへの照会に関する事務については、高齢者の医療の確保に関する法律第17条（NDBに係る
事務の委託）に基づき、厚生労働大臣から支払基金・国保連合会に委託して実施いただくことを想定。

❷ 支払基金・国保連合会から照会した被保険者番号に対する、名寄せ・連結のための情報の回答は、履歴照会・
回答システム側で予めハッシュ化して生成したハッシュ値を活用する。（次ページ参照。）

▶ NDB・介護DB等の連結解析の対象となるデータベースに対しては、履歴照会・回答システム側で、最初の被保険者番号
（一定の加工を加えたもの）から一定のハッシュ値を生成した上で、回答する。

▶ NDB・介護DB等の連結対象となるデータベースに対して、一定のハッシュ値を生成した上で回答する旨は、法令で明記する。

（参考）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号） ※令和２年10月施行分の改正を反映したもの。

（支払基金等への委託）
第17条 厚生労働大臣は、第16条第１項に規定する調査及び分析並びに第16条の２第１項の規定による利用又は提供に係る
事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法（昭和23年法律第129号）による社会保険診療報酬支払基金（以下
「支払基金」という。）又は国民健康保険法第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）
その他厚生労働省令で定める者（次条において「支払基金等」という。）に委託することができる。
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②

被
保
番
履
歴
の
確
認

被保険者番号履歴を活用した「同一人物性の回答」（例：NDB）

被保番 氏名 性別 生年月日 データ

xxx-xx11 Ａ ～ ～ a1

xxx-xx22 Ｂ ～ ～ b1

xxx-xx32 Ｃ ～ ～ c1

… … … … …

N月のレセプトデータ（個人単位被保番導入後）

NDBに関する一部の事務の委託を受けた支払基金等 管理・運営主体（支払基金等）

紐付番号(Ａ)

xxx-xx11

紐付番号(B)

xxx-xx21

xxx-xx22

紐付番号(C)

xxx-xx31

xxx-xx32

オンライン資格確認の基盤
被保番

xxx-xx11

xxx-xx22

xxx-xx32

…

被保番
最初の被保番
（一定の加工）

xxx-xx11 xxx-xx11 ZZ

xxx-xx22 xxx-xx21 ZZ

xxx-xx32 xxx-xx31 ZZ

… …

▶ 履歴照会・回答システム側でハッシュ化を行ってから、NDB事務の
委託を受けた支払基金等に送付。

▶ NDB・介護DB等の連結解析の対象となるDBに対しては、常に一
定のハッシュ値となるように生成。

（生成のアルゴリズムは、管理・運営主体のみで管理。）

③

最
初
の
被
保
番
の
抽
出
・
加
工

① レセプトの被保番を照会

NDB

※ 以下は、NDBに格納されるレセプトについて、共通のハッシュIDを将来にわたり振り続けるためのイメージであり、具体的なシステムの内容は、今後、詳細に検討。

ハッシュID⑴
(名前等)

ハッシュID⑵
(被保番等)

データ
ハッシュID⑶

（最初被保番）

～～～ ～～～ a1 SSS

～～～ ～～～ b1 TTT

～～～ ～～～ c1 UUU

… … …

④

ハ
ッ
シ
ュ
化

厚生労働大臣（NDB管理主体）

世帯単位被保番、氏名、性別、生年月日から
過去データとの連結のため、引き続き、現行の
ハッシュIDを生成。

⑤ 引き続き、匿名化した状態で格納。

…

（
再
度
の
ハ
ッ
シ
ュ
化
）

○現行でも、NDB格納前に、再度、厚生労働大臣側でハッシュ化を実施。

（参考）ハッシュ化：与えられたデータから固定長の疑似乱数（ハッシュ値）を生成すること。異なるデータから同じハッシュ値を生成することは極めて困難。生成されたハッシュ値からは、
元データを再現できない。
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