
医療機能情報提供制度                      2009/1/21 

同制度から入手できる情報とは 

 

第 5次医療法改正で創設された医療機能情報提供制度（2007 年 4月 1 日施行）だが、今

年 1月 9日現在、完全運用しているのは 24 都道府県であることがわかった。 

同制度は、医療機関の情報を十分に提供することで患者自らが医療機関を選択できるよ

う支援することが

目的。医療機関に

対し、一定の医療

機能情報を都道府

県に報告すること

を義務付け、都道

府県が情報を集約

してインターネッ

ト等で提供する仕

組みとなっている。 

 報告が義務付け

られた情報には、

医療機関名称や開

設者、所在地など

の基本情報以外に

外国語対応、セカ

ンドオピニオンや

地域連携クリティカルパスの有無、対応可能な在宅医療、患者数などが対象となっている。

施行年の 2007 年

度はシステムの開

発など都道府県の

実施準備に配慮し

て基本情報と都道

府県知事が定める

事項のみの公表で

良いことになって

いたが、2008年度

からは基本情報以

外のすべての情報

公表が求められて

いた。 
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医療機関の管理者に対し、
医療機関に関する一定の情報に
ついて、報告を義務化

○集約した情報をインターネット等で
　わかりやすく提供
○医療安全支援センター等による
　相談、助言

○「一定の情報」は医療機関でも閲覧可能
○正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める責務
○患者等からの相談に適切に応ずるよう努める責務

　　　　　【基本情報】
　　　　　　①名称　②開設者　③管理者　④所在地　⑤電話番号　⑥診療科目　⑦診療日
　　　　　　⑧診療時間　⑨病床種別及び届出・許可病床数
　
　　　　　【基本情報以外の全ての情報】
　　　　　　①管理・運営・サービス等に関する事項（アクセス方法、外国語対応、費用負担　等）
　　　　　　②提供サービスや医療連携体制に関する事項
　　　　　　　（専門医〔※広告可能なものに限る〕、保有する設備、対応可能な疾患・治療内容、
　　　　　　　　対応可能な在宅医療、セカンドオピニオン対応、地域医療連携体制　等）
　　　　　　③医療の実績、結果に関する事項（医療安全対策、院内感染対策、クリティカルパスの実施、
　　　　　　　 診療情報管理体制、情報開示体制、治療結果に関する分析の有無、患者数、平均在院日数　等）

一
定
の
情
報

（厚生労働省資料より）

公表する情報 公表方法

【基本情報】
①名称　②開設者　③管理者

④所在地　⑤電話番号　⑥診療科目
⑦診療日　⑧診療時間

⑨病床種別及び届出・許可病床数

＋

【都道府県が定めるもの】

【紙媒体又はパソコン端末等】

【基本情報以外のすべての情報】

2009年4月1日から
全都道府県において実施

【インターネット】

＋

【紙媒体又はパソコン端末等】

準備
期間

準備期間

↓

運用開始

完全運用
開始

２００７年度

２００８年度

２００９年度

【医療機能情報提供制度：施行スケジュール】

（厚生労働省資料より）



■公表情報からわかる医療機関の機能 

 では、この制度から基本情報以外に何を知ることができるのだろうか。例えば、「医療機

能」の「在宅医療」という項目から検索すると、単に在宅医療の実施の有無だけでなく下

図のように具体的な診療内容を知ることができる。また、「疾患・治療内容」から「緩和ケ

ア」を選択すると「医療用麻薬によるがん疼痛治療」を行っている医療機関を検索するこ

とも可能だ。完全運用されている 24 都道府県であれば、こうした情報が簡単に入手できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次頁の表が 47 都道府県の実施状況と公表サイトのアドレス。基本情報については全都道

府県が公表済で、今年 4月までには残りの 23 県も完全運用の予定となっている。同制度は

患者が医療機関を選択する以外でも様々な活用が考えられる。 

 

 

 

※ニーズを踏まえた、医薬品企業様における医療機関向け各種情報提供についての 

ご相談を随時承っております。 是非一度、お問い合わせください。 
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■都道府県別医療機能情報一覧（2009 年 1 月 22 日現在） 

都道府県 完全運用実施状況 サービスの名称 

北海道 公表済 北海道医療機能情報システム 

青森県 2009.3公表予定 あおもり病院診療所ネットガイド 

岩手県 公表済 いわて医療情報ネットワーク 

宮城県 2009.3公表予定 宮城県医療機関選択支援システム 

秋田県 公表済 あきた医療情報ガイド 

山形県 公表済 山形県医療機関情報ネットワーク 

福島県 公表済 福島県総合医療情報システム 

茨城県 2009.3公表予定 茨城県救急医療情報システム 

栃木県 公表済 とちぎ医療情報ネット 

群馬県 2009.3公表予定 群馬県医療機能情報 

埼玉県 公表済 埼玉県医療機能情報提供システム 

千葉県 2009.2公表予定 ちば救急医療ネット 

東京都 公表済 東京都医療機関案内サービスひまわり 

神奈川県 公表済 かながわ医療情報検索サービス 

新潟県 公表済 にいがた医療情報ネット 

富山県 公表済 とやま医療情報ガイド 

石川県 2009.3公表予定 いしかわ医療機能情報（基本項目） 

福井県 2009.3公表予定 医療情報ネットふくい 

山梨県 公表済 やまなし医療ネット 

長野県 2009.3公表予定 ながの医療情報ネット 

岐阜県 2009.2公表予定 ぎふ医療施設ポータル 

静岡県 2009.3公表予定 医療ネットしずおか 

愛知県 公表済 あいち医療情報ネット 

三重県 2009.3公表予定 医療ネットみえ 

滋賀県 公表済 滋賀県医療機能情報システム 

京都府 公表済 京都健康医療よろずネット 

大阪府 公表済 大阪府医療機関情報システム 

兵庫県 2009.2公表予定 兵庫県医療機関情報システム 

奈良県 公表済 なら医療情報ネット 

和歌山県 2009.3公表予定 わかやま医療情報ネット 

鳥取県 公表済 鳥取県福祉施設等情報公表サービス 

島根県 公表済 島根県医療機能情報システム 

岡山県 公表済 岡山県医療機能情報提供システム 

広島県 2009.3公表予定 救急医療ネット 

山口県 2009.3公表予定 山口県救急医療情報システム 

徳島県 2009.3公表予定 医療とくしま情報箱 

香川県 2009.3公表予定 医療ネット讃岐 

愛媛県 2009.3公表予定 えひめ救急医療ネット 

高知県 公表済 こうち医療ネット 

福岡県 公表済 ふくおか医療情報ネット 

佐賀県 2009.2公表予定 99 さがネット 

長崎県 2009.3公表予定 長崎県救急医療情報システム 

熊本県 2009.3公表予定 熊本県医療機能情報検索システム 

大分県 2009.3公表予定 大分県医療機能情報 

宮崎県 公表済 みやざき医療ナビ 

鹿児島県 2009.3公表予定 鹿児島県救急・災害医療情報システム 

沖縄県 公表済 沖縄うちなぁ医療ネット 

※厚生労働省資料をもとに作成。都道府県によってはＵＲＬが今後変更となる可能性があります。 

※各サイトへは添付の Excelファイルの一覧のリンクをご活用ください。 

 

株式会社 メディカル・リード  ［ http://www.medical-lead.com ］ 


