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要旨 
 
 本事業の目的は、次の2点を明らかにすることである。 
 
（１）データヘルスに対応した訪問看護の記録・情報共有のあり方に関するビジョン 
１）業務フロー・書類作成フローに沿った、できる限り書類作成の二度手間の生じにくい記
録・情報共有のあり方 

２）訪問看護において記録・共有されるべき情報の種類 
 
（２）上記ビジョンを実現するための工程 

訪問看護の記録や情報共有を、事業所やシステムを越えて全国一律の枠組みを形成で
きるための具体的手順や体制 

 
 上記を明らかにするため、有識者からなる委員会と、訪問看護・医療情報の実務者からなる
ワーキンググループを設置して課題の洗い出しと、上記の目的に沿った具体的解決策の検討を
行った。 
 
 検討の結果、訪問看護では、生命や生活の維持を超え、人が持つ力を引き出すことが焦点と
なり、この焦点に沿うためには「利用者の意向」、「利用者の状態」、「実施内容」を訪問看護記
録書に記載することが不可欠であると結論づけられた。そのうち「利用者の意向」は標準的な
記述が難しいが、「利用者の状態」と「実施内容」については、ある程度の標準化は実現可能で
あるとの結論に至った。 
 
 電子化が急速に進展している中、「利用者の意向」に沿った看護計画を、日々「利用者の状
態」の観察や「実施内容（行為)」に反映し、これを円滑に訪問看護記録書Ⅱに記載するには、
標準化された記録内容を実装した記録システムの普及が不可欠であり、その普及を図る必要が
ある。 
 
 このような記録システムを普及させることで、既に介護システムである程度実装されている
ように、記録系システムでのデータを活かし、レセプト作成等の管理的業務の支援に活かすこ
とも可能となる。また、データ入力段階で一定の標準化を行うことで、負荷が少ない形で訪問
看護領域でのプロセスやアウトカムを評価するためのデータ出力も実現可能となる。 
 
 利用者の意向に沿った質の高い訪問看護の提供、業務の効率化、データベースの構築や活用
を通じたプロセス・アウトカム評価のいずれの観点でも今回検討した「記録内容・方法の標準
化」は有意義であり、その浸透が必要である。 
 
 データを蓄積するための基盤整備は、関係する厚生労働省標準規格の維持管理団体等との連
携を図ることで実現できる一方、訪問看護に関するデータを蓄積・活用する体制は未整備であ
り、この点については今後の検討課題といえる。 
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１．はじめに 
 
 地域包括ケアシステムの構築において、居宅での医療・介護を支える訪問看護の機能は一層
重要になっています。その一方、訪問看護は多種多様な機能ゆえに、どのような役割を果たし
ているのか表現しにくいという特性もあります。 
 
 医療施設、介護施設、居宅を問わず、人の多様な側面にアプローチする看護は、その過程や
成果が多岐に富み、自ずと複雑化します。だからこそ、看護師は看護実践の過程を記録に記載
することを極めて重視し、そこに時間を割いてきました。訪問看護領域においても、訪問看護
ステーションや研究者等の献身的な取り組みによって、看護記録の質の向上を希求する実践や
研究が行われ、これが訪問看護の質を担保してきました。 
 
 これらの取り組みに敬意を表しつつも、成熟しつつある地域包括ケアシステムに合わせて、
訪問看護領域における看護記録のあり方を見直す時期に来ています。 
 
 その背景の一つは、一つの事業所で完結しない医療・介護の提供方式が定着し、今まで以上
に「誰にでも理解できる訪問看護記録」が必要とされるようになったことです。特にICTの普
及によって医師、理学療法士等のリハビリテーション専門職、介護支援専門員等の専門職、と
きには利用者・家族との情報共有も可能な基盤が急速に整備され、これらの関係者との共有に
耐える訪問看護記録のニーズが急速に高まっています。 
 
 もう一つの背景は、こうしたICTの普及を受けたデータヘルス改革の潮流です。保健医療福
祉のあらゆる領域でデータに基づく PDCA サイクルが求められる昨今、訪問看護領域でもデ
ータ蓄積に耐える訪問看護記録の形を目指していくことも重要です。 
 
 このような背景から訪問看護記録を充実させていく必要性が高まっていることは事実です
が、「働き方改革」の観点からは記録を充実させることによる業務負荷増は避けねばならず、
負担軽減の観点を含めた新たな時代の記録像を目指すことも大きな課題といえます。 
 
 本委員会では、これらの課題を解決する一助として、訪問看護の情報を標準化する観点から
訪問看護記録書Ⅱを中心に、そのあり方に関する検討を行いました。この検討を通じて得られ
た知見を、よりよい訪問看護記録の記載や、その情報共有に活かして頂ければ幸甚です。 
 

平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分） 
訪問看護の情報標準化のための「訪問看護記録書Ⅱ』の記録・共有の 
あり方に関する調査研究 委員会 

委員長 瀬戸 僚馬（東京医療保健大学）  
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２．実施体制 
 
（１）検討体制 
 
１）委員会 

 
No. 氏名 所属・役職 委員長 

1 荒木暁子 公益社団法人日本看護協会 常任理事  

2 瀬戸僚馬 東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科 准教授 ○ 

3 高砂裕子 一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事  

4 新田國夫 日本在宅ケアアライアンス 議長  

5 林田賢史 産業医科大学病院医療情報部 部長  

6 平原優美 公益財団法人日本訪問看護財団 事務局次長  

7 福井小紀子 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授  
 
２）ワーキンググループ 

 
No. 氏名 所属・役職 座長 
1 荒木暁子 公益社団法人日本看護協会 常任理事  

2 井上俊孝 
西九州大学健康福祉学部スポーツ健康福祉学科 特命
教授 

 

3 岩本大希 
WyL 株式会社 代表取締役／ウィル訪問看護ステー
ション江戸川 所長 

 

4 香西ひろみ 訪問ナースステーション・光華 所長  

5 瀬戸僚馬 東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科 准教授 C 

6 高砂裕子 一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事 A 

7 友滝愛 国立看護大学校 助教  

8 中川征士 
株式会社 Community Management 代表取締役／
訪問看護ステーションひゅっぐりー 理学療法士 

 

9 中澤ちひろ 
株式会社 Community Care 代表取締役／訪問看護
ステーションコミケア 看護師 

 

10 福田裕子 まちのナースステーション八千代 統括所長  
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11 平原優美 公益財団法人日本訪問看護財団 次長 B 

12 藤田愛 北須磨訪問看護リハビリセンター 所長  

13 藤野泰平 
株式会社デザインケア 代表取締役／みんなのかかり
つけ訪問看護ステーション名古屋 所長 

 

14 三輪恭子 よどきり医療と介護のまちづくり株式会社 取締役  

15 木工達也 富山大学大学院医学薬学教育部  

16 柳澤優子 
一般社団法人 Life&Com 代表理事／在宅看護セン
ターLife&Com 所長 

 

17 横田慎一郎 東京大学医学部附属病院 特任講師（病院）  
 
３）オブザーバー 

 
No. 氏名 所属 

1 杉田塩 厚生労働省老健局老人保健課 看護専門官 

2 大竹尊典 厚生労働省老健局老人保健課 看護係長 
 
４）事務局 

 
No. 氏名 所属 

1 吉江悟 一般社団法人Neighborhood Care 代表理事 

2 北村智美 一般社団法人Neighborhood Care 理事 

3 木村紘規 一般社団法人Neighborhood Care 

4 佐久間葵 一般社団法人Neighborhood Care 
 
（２）会議の開催 
 
１）委員会 

 
 開催日時 主な議題 

1 
2018年12月10日 
19:00～21:30 

○ 訪問看護において記録・共有されるべき情報の
種類（医療機関や訪問看護ステーションを含め
た介護事業所等が、共通して把握するべき情報
の検討を含む） 
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○ 報告書の構成 

2 
2019年2月18日 
19:00～21:30  

○ 業務や書類作成のフローに沿った記録・情報共
有のあり方 

○ 記録・情報共有について事業所やシステムを越
えて全国一律の枠組みを形成できるための具体
的手順・体制 

○ 報告書の構成 

3 
2019年3月4日 
19:00～21:30 

○ 訪問看護において記録・共有されるべき情報の
種類（医療機関や訪問看護ステーションを含め
た介護事業所等が、共通して把握するべき情報
の検討を含む） 

○ 報告書の内容 
 
２）ワーキンググループ 

 
 開催日時 主な議題 

A 
2019年1月9日 
18:00～21:00 

○ 記録内容（What to）の標準化に関する検討 

B 
2019年１月11日 
18:00～21:00 

○ 記録方法（How to）の標準化に関する検討 

C 
2019年１月16日 
18:00～21:00 

○ 標準化手段の実装に関する検討 
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３．目的 
 
 本調査研究は、以下の2点を明らかにすることを目的とした。 
 
（１） データヘルスに対応した訪問看護の記録及び情報共有のあり方に関するビジョン（将

来構想） 
とくに、１）業務フロー・書類作成フローに沿った、できる限り書類作成の二度手間
の生じにくい記録・情報共有のあり方と、２）訪問看護において記録・共有されるべ
き情報の種類（医療機関や訪問看護ステーションを含めた介護事業所等が、共通して
把握すべき情報の整理と様式を含む）を焦点とする。 
 

（２） 上記ビジョンを実現するための工程 
とくに、訪問看護の記録や情報共有を、事業所やシステムを越えて全国一律の枠組み
を形成するための具体的手順や体制を焦点とする。 
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４．方法 
 
 調査目的に掲げた2点を明らかにするため、地域包括ケア、訪問看護、医療情報に関する専
門家からなる委員会を設置した。本委員会は、訪問看護の記録・情報共有に関する課題の整理
を行い、その課題を解決するための将来構想を「データヘルスに対応した訪問看護の記録・共
有のあり方に関するビジョン」として取りまとめた。 
 
 また、これらの課題の整理及び解決策の検討にあたっては、訪問看護及びデータヘルス関連
業務を行っている実務者から十分な現状把握を行う必要があることから、課題の洗い出しやそ
の解決ニーズを把握するためのワーキンググループを設置した。このグループは、委員会の委
員がグループインタビューを行う場であるにとどまらず、実務者がアクションリサーチの手法
を部分的に援用し自ら解決の方途を検討する意味合いも有することから、「インタビューグル
ープ」とはせず、「ワーキンググループ（以下、WG）」として位置付けた。 
 
 この WG では、先駆的な取り組みをしている事例（訪問看護ステーション・システムベン
ダー）を収集し、より望ましい訪問看護の記録・情報共有の要素を整理するとともに、現状に
縛られない理想的な記録・共有のあり方も検討した。調査研究目的を達成するため、WGはテ
ーマA～Cに分割することとした。なお、この分割は論点を明確にすることが目的であるため、
WGの構成員についてはテーマ共通とした。また、実務者が抽出した課題やその解決策の取り
まとめは実務を俯瞰する立場で行うことが必要であるため、WGの座長は委員が行った。 
 
 テーマA～Cの構成は、以下の通りである。 
 
 テーマA 記録内容（What to）の標準化に関する検討：主に目的（１）の２）に対応 
 
 テーマB 記録方法（How to）の標準化に関する検討：主に目的（１）の１）に対応 
 
 テーマC 標準化手段の実装に関する検討：主に目的（２）に対応 
 
 委員会においては、WG で挙げられた課題やその解決策を整理し、研究目的に掲げた 2 点
の整理を行った。 
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５．結果 
 
（１）訪問看護の記録に関する諸課題の検討結果 
 
１）記録及び記録システムに関する臨床的な課題 

 
○ WGでは、各種様式のうちもっとも高い頻度（訪問の都度）で作成される訪問看護記録
書Ⅱについては、2018 年時点で過半数の 56.9%の事業所において手書きにて作成さ
れていること、ただし2015 年調査時点の75.4%に比べると電子化が進んできている
ことが共有された1。 
 

 
図出典：全国訪問看護事業協会. (2018). 訪問看護ステーションにおける ICT の普及状況に関するアンケー
ト調査結果 

                                                
1 全国訪問看護事業協会. (2018). 訪問看護ステーションにおけるICTの普及状況に関するアンケート調査結果 
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○ 一方で、現行の記録様式や記録システムでは、看護過程を展開していくための流れを意
識しにくいとの指摘が、WGで挙げられた。一般論として看護過程はアセスメント→計
画立案→実行→評価のサイクルである。ここで、訪問看護計画書や訪問看護報告書の双
方に「計画」や「評価」が記入される一方で、主に「実行」の内容を記入すべき訪問看
護記録書Ⅱの記載内事項は、必ずしも「アセスメント」や「計画」と紐づいていない場
合もあるとの指摘が相次いだ。この場合でも看護師の頭の中では紐づけしていると考え
られるが、多大な手間が生じる原因になっているとの意見があった。既存調査でも、電
子化された訪問看護記録書Ⅱの入力内容がそのまま訪問看護報告書に反映される仕様
ではない等の課題があり2、こうした帳票間の一貫性を高める必要があるという問題意識
は、WGでも多く挙げられていた。 

 
○ 訪問看護の記録作成にあたっての標準言語の活用実態については、系統的な手法による
調査研究が実施されたことが少ない状況であり、WGでも厚生労働省標準規格である看
護実践用語標準マスター3、NANDA-NIC-NOC4など特定の標準言語が広く普及してい
る状況にはないとの認識が多かった。他方、各団体では調査等を通じて業務用語の標準
化には取り組んでおり、このような取り組みの存在自体は十分に認知されていた。 

 
○ WGの議論では、訪問看護の質を可視化していく上で情報の標準化が必要視される一方
で、利用者の主観的情報（SOAP 形式の記録で言うところの主観的情報[S 情報: 
Subjective Data]）や、利用者の意向（ACP（Advance Care Planning）の根拠とな
るようなもの）、あるいは利用者の語りといった「標準化が困難な文字情報」も重要であ
り、これを蓄積し、活用することも不可欠であるとの意見もあった。 

 
２）記録及び記録システムに関する管理運営上の課題 

 
○ こうした記録システムに関する課題を解決していくためには、訪問看護事業所からICT
システムの開発を行うベンダーとの間で、機能改善に関する継続的な意見交換が必要と
なる。しかし、訪問看護事業所が利用する記録システムのシェアはトップシェアであっ
ても10%未満であり5、多様なシステムが流通していることから、システム仕様の標準
化が進みにくい。その中で、事業所が単独で改善の要望や、カスタマイズを発注するこ
とには限界があるとの意見がWG であった。なお、WG で挙げられた主なシステムに
関する改善課題については、資料１に示す。 

                                                
2 全国訪問看護事業協会. (2016). 訪問看護ステーションのICT普及に向けて: ICT活用推進プロジェクト報告書 
3 医療情報システム開発センター. MEDIS標準マスター紹介サイト. URL: 
https://www.medis.or.jp/4_hyojyun/medis-master/ 
4 黒田裕子. (2019). NANDA-NIC-NOCの基本を理解する（第2版）: 最新の動向と看護計画への活用の仕方. 東
京: 医学書院. 
5 全国訪問看護事業協会. (2018). 訪問看護ステーションにおけるICTの普及状況に関するアンケート調査結果 
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○ また、仕様が標準化されていないことにより、記録システムを他社製品に変更する際の
データ移行に難渋したという事例も、WGで挙げられた。 

 
○ 診療報酬（訪問看護療養費）や介護報酬における自己負担額の計算については、難病等
の場合に必要となる自己負担上限額管理票の月々の管理（自己負担額の徴収に関する他
の医療機関との調整）が極めて煩雑であるという意見が、WGで挙げられた6。 

 
○ 記録システムに入力した訪問実績は、レセプト請求、勤怠管理、給与計算等に幅広く活
用できるものである。例えばAPI（Application Programming Interface）連携などに
よりこれらを連動的に管理することは可能と思われたものの、WGの議論では、これら
を一元的に管理する機能を使用している事例は挙げられなかった。現時点では、記録シ
ステムから訪問実績をCSVファイルでダウンロードし、これを別システムにアップロ
ードして運用している事例が挙げられた。他方で、介護支援システムには一元的管理の
実装例もあるので、訪問看護ステーションの支援システムでも同様の機能の実装を進め
るべきとの意見があった。 

 
○ WGでは、訪問看護の質の向上に資するデータを蓄積するための各種のアンケート調査
に回答する負担を、こうしたシステムで軽減できないかとの意見があった。 

 
（２）諸課題に対する解決策の方向性 
 

○ このように WG で挙げられた諸課題に対しては、事業所単位で創意工夫を行っている
ものの、その範疇では訪問看護の質と効率性を維持する上で限界があるとの意見が多数
を占めた。このことから、現在の記録及び記録システムを見直す場合、どのような方向
性であれば解決に資するのか、WGの検討において挙げられた意見を記述する。 

 
１）訪問看護指示書関連 

 
○ 訪問看護指示書については、保健医療分野の公開鍵基盤(HPKI: Healthcare Public Key 
Infrastructure)を用いた電子的な授受が実現されている事例が委員会・WGでは確認で
きなかったが、制度上は認められている状況にあるため、今後電子的な発行の推進を望
むとの意見があった。また、それに至る経過措置としては、訪問看護の業務システム側
にOCR（Optical Character Recognition）技術によるテキスト読み込み機能を拡充す

                                                
6 外来受診の場合は受診の都度医療機関の窓口において自己負担上限額管理票への記入が行われるため問題が生じに
くいが、訪問診療（医科・歯科）、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの場合、月単位で一
括して自己負担額の請求をすることが多いため、上限額に達するまでの自己負担額をいずれの医療機関が徴収する
かということについて、毎月末に機関間での調整を行う必要がある。 
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ることで、訪問看護指示書の内容を転記する手間7が削減される等の案がWGでは挙げ
られた。 

 
○ 訪問看護指示書の記載内容について安全に訪問看護を提供するため、訪問看護事業所と
指示医の間で追加的なやり取りが必要となる場面が日常的に発生しており、双方の手間
となっている意見がWGで挙げられた。これについては、医師・看護師の双方の負担軽
減の視点からも、何らかの改善を望む意見があった。 

 
２）居宅サービス計画書・サービス提供票関連 

 
○ インターネット FAX を利用している事業所では、訪問中であっても FAX の送受信を
スマートフォンから行える環境となっており、訪問の合間に外出先からFAX情報を管
理することが可能となっていた。これにより、居宅介護支援事業所に対するサービス実
績報告、訪問看護報告書、訪問看護計画書やそれ以外の書面による情報共有は、（受信側
は紙媒体で出力している可能性が高いものの）実質的には電子的に授受・管理される形
が実現されていた。WGでは、このような電子的な授受が活用されている一方、一部の
地域では手渡し運用も残っているとの指摘があった。 

 
○ 訪問看護指示書の場合と同様に、居宅サービス計画書・サービス提供票についても、WG
では、最終的には電子的な授受が実現されることが望まれるが、それに至る経過措置と
しては、訪問看護の業務システム側にOCR（Optical Character Recognition）技術に
よるテキスト読み込み機能を拡充する方法はどうかとの意見があった。特にサービス提
供票については、居宅介護支援事業所から届いた訪問予定が自動的に読み込まれ訪問看
護の業務システム側にとり込まれることで、訪問日の予実管理を簡略化できる可能性が
あり大きな負担軽減につながるとの意見があった。 

 
３）訪問看護記録書等に記載する情報の基本的視点 

 
○ 委員会からWGに対して訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・訪問看護報告書・訪問看護計画書（以
下、「訪問看護記録書等」という）に記載する内容を付議するにあたり、記録は過程を記
録する手段に過ぎないことから、まずは訪問看護が果たすべき機能を一定程度共有して
おくべきとの意見があった。 

 
○ そこでテーマB座長から、①看護は、提供場所がちがっても、基本的役割はすべての対
象者の身体のホメオスタシス（恒常性）を向上し、治癒力を最大限に引き出す看護技術
を提供することであり、②病院では、治療中の診療の補助の役割と、治療による体力の
消耗や副作用による生命の危機を回避できるような心身の整えに重点が置かれ、③在宅

                                                
7 訪問看護療養費明細書上に、訪問看護指示書上に記載されている傷病名や心身の状態を転記する必要がある。 
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に移行した後は、疾患発症の原因となった生活習慣、環境の見直し、セルフケア向上支
援をしつつ年齢にあったホメオスタシスが向上できるような栄養、運動、睡眠、排泄を
整え、免疫力がアップできる体液バランス、体温を整え、食事内容（腸内環境の整え）
を考えることを他職種と連携しながら行うことに重点が置かれると整理でき、④これら
のプロセスが、それぞれ持っている寿命を全うできるすべての人間がもつ「逝く力」を
引き出すことに繋がるとの説明を行ったところ、この訪問看護が果たすべき機能につい
ては、WGとしても大筋で意見が一致した8。 

 
○ 現況では、訪問看護記録書Ⅰ・Ⅱ・訪問看護報告書・訪問看護計画書といった書式に依
存した記録システムが多数派である。他方、看護師の一般的な思考過程、すなわち看護
過程（アセスメント→計画立案→実行→評価）のサイクルに沿って記録を作成すること
で、それが自動的に法令で定められた書式に反映されていくような記録システムとなっ
ていた方が、同じ内容を複数の書式に入力する必要などが生じず、業務効率化に資する
とともに、PDCA思考が促されることにより、提供される看護の質にも良い影響を与え
得るとの意見が、WGではあった。病院の電子カルテに搭載された看護記録システムは
多くの場合看護過程に沿った形になっており、現に病院の電子カルテに慣れた世代の看
護師が訪問看護に従事することが増えていることもあるため、記録の電子化はもちろん
のこと、看護過程に沿った仕様へ転換できないかとの意見が多く聴かれた。また、この
一貫性については、日本看護協会による「看護記録に関する指針」を意識した運用とす
べきとの意見もあった9。 

 
○ 以上の議論から、電子媒体であれ、紙媒体であれ、訪問看護記録書等のあり方としては、
より看護過程を意識したものとすべきことは、WG内で概ね意見が一致した。 

 
４）訪問看護記録書等に記載すべき情報項目及び記載方法 

 
○ 看護過程の一貫性を確保する観点から、訪問看護記録書の項目を、訪問看護計画書に記
載した計画と連動したものにできないかとの意見がWGで挙げられた。他方で、このよ
うな記録形態は記載のための業務負荷があまりに大きく、記録システムを用いた記録で
なければ実現困難との意見もあった。なお、少数ではあるが、訪問看護計画書について
は、訪問看護指示書の記載内容に基づいて計画内容を提案してくれる記録システムも存
在し、利便性が高いとの事例が挙げられていた。 

 
○ 入力負荷の軽減については、WGでも訪問時の観察項目、実施項目などを任意に設定し、
チェックボックス形式で入力できる記録システムを使用している事業所も多く、これは

                                                
8 一般論として看護観には多様性があるため、本委員会としてこれを一元的に表現することは困難であるが、全人的
理解に基づき幅広い視点からケアを行うことについては概ね意見が一致した。 
9 日本看護協会. (2018). 看護記録に関する指針. 
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情報の標準化にも寄与しているとの意見があった。ただし事業所を超えて「共通して記
録・共有されるべき情報」の種類については、WGの議論においても、記録・共有され
る手段が電子媒体であるか紙媒体であるかによって、これらの情報の粒度が異なってく
るのではという意見があった。 

 
○ このような電子又は紙による粒度の違いがあるにせよ、「利用者の状態」と「実施した行
為」に関する情報は、ある程度定型的な表現が可能であり、その蓄積も可能であろうと
の意見がWGでは多数を占めた。もちろん利用者の（SOAP形式の記録で言うところ
の）S（Subjective：主観的）情報などについては定型化されにくく、標準化が困難な
自由記述での記録も併存される必要があるとの意見があった。 

 
○ よって訪問看護記録書Ⅱには、その情報の性質により、定型的な記録・情報と、定性的
な記録・情報を整理する必要があるとの意見がWGでは挙げられた。（図１） 
 

 

図１：定型化できる情報と定型化の難しい情報のイメージ 
 

○ なお、訪問看護事業所の記録システムと多職種情報共有システム（訪問看護事業所また
は市町村行政・地区医師会の単位で導入されているもの）が連動している場合において
は、訪問看護記録書Ⅰ、訪問看護記録書Ⅱ、訪問看護計画書、訪問看護報告書を作成す
ると、情報共有が許可された他職種（介護支援専門員、医師など）に対して自動的に情
報が共有され、あらためて電話やFAXで情報共有を行わなくて済む形が実現され、効
率的であるとの意見がWGで挙げられた。 

 
○ また、訪問看護記録書Ⅱなどの帳票と連動した記録システムとは別にクローズド SNS
システムを併用している事例もみられた。これを活用することにより、事業所の職員全
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員が面前で集まれる機会が乏しい場面において、SNS 上でやり取りを行ってコミュニ
ケーションを補完する形がとられていた。この SNS 上でのやり取りは、面前での会話
や電話によるやり取りの代替手段として位置付けられており、WGにおいても、いわゆ
る「看護記録」とは異なる位置付けで運用しているとの認識が多かった。 

 
５）訪問看護記録書等に記載した情報の二次利用 

 
○ 訪問看護は長期ケア（Long-term care）サービスの1つとして位置付けられるが、長
期ケアの質評価の枠組みについては、保健医療の質評価枠組みに比べて、世界的に検討
が遅れていると指摘されている10。委員会では、これに対応するため、先行する研究や
指標を踏まえた長期ケアに関するアウトカム指標を作成する研究（平成30年度日本学
術振興会科学研究費助成事業・挑戦的研究（萌芽)）について紹介があった11。委員会と
しては、こうした研究が発展して、共通的なアウトカム指標を用いた横断的評価を進め
ていくことが重要であるとの共通認識のもと、訪問看護記録書等をどのように二次利用
することが望ましいか、WGに付議した。 

 
○ WGにおいては、訪問看護記録書等を活用してこうしたアウトカム評価を行うことにつ
いては異論なく、むしろ積極的に進めるべきとの意見が多数を占めた。このアウトカム
評価において必要となるデータは、図１で示す「定型化できる情報」で充足できるとの
意見が挙げられた。 

 
○ なお、日常的な記録のデータをアウトカム評価に援用している現在の取り組み例として
は、急性期医療の領域で普及が進み、先般、保健医療情報標準化推進（HELICS)協議会
の規格としても採択された日本クリニカルパス学会のBOM（Basic Outcome Master）
の例が挙げられた。BOMについては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が行う
標準的医療情報収集システム開発・利活用研究事業「クリニカルパス標準データモデル
の開発および利活用」（研究代表者：副島秀久）の研究も行われており、その動向も注目
すべきとの意見があった。 

 
（３）今後の訪問看護記録書Ⅱのあり方 
 
１）訪問看護記録書Ⅱの位置づけ 

 
○ 訪問看護における記録を充実させ、同時に業務効率を改善するためには、もっとも身近
な記録である「訪問看護記録書Ⅱ」を、看護過程としての一貫性を確保する基盤的記録

                                                
10 OECD. Long-term Care. URL: http://www.oecd.org/els/health-systems/long-term-care.htm 
11 アウトカム指標の例については、平成30年度日本学術振興会科学研究費助成事業・挑戦的研究（萌芽）「Long-
term careアウトカム質指標の開発: 施設・在宅横断型指標の構築」の研究代表者五十嵐歩氏の許可を得て、資料２
に掲載した。 
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として改めて位置づけるとともに、業務運営上必要な情報を得るための基盤的記録とし
ての位置づけも明確にすることが必要ではないかとの意見があった。 

 
○ この基盤的帳票としての訪問看護記録書Ⅱの位置づけを図２に示す。WGでは「看護過
程の展開しやすさを最優先した入力フォーマット」であることを優先しつつも（図２の
青色点線部分）、それ以外の要素（図２の赤線部分）も持たせていくことで、業務フロ
ー・書類作成フローに沿った、できる限り書類作成の二度手間の生じにくい記録・情報
共有を実現できるとの意見があった。その意味でも、前述の「利用者の状態」と「実施
した行為」に関する情報を標準化することは、有意義であるとの意見が挙げられた。 
 

 
図２：二度手間のない記録・情報共有等のイメージ 

 
２）訪問看護記録書Ⅱにおいて記録・共有されるべき情報の種類 

 
○ 現状において訪問看護記録書Ⅱの記録方法の過半数を占める紙媒体12を前提とした場合
には、図３のような内容とすることが WG において提案され、概ね合意に至った。な
お、このような定型的項目を中心とした記録様式では表現しきれない事項が残ることは、
図１で述べた通りである。しかし訪問看護において「利用者の状態」や「実施した行為」
を定型化することで、業務の効率化やアウトカム評価を実現するという目的においては、
荒過ぎず細か過ぎない粒度として、ある程度の整理はなされているとの認識では異論が
なかった。 

                                                
12 全国訪問看護事業協会. (2018). 訪問看護ステーションにおけるICTの普及状況に関するアンケート調査結果 
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○ なお、WGでは紙媒体を含めた運用を想定して図３のような帳票を提案したが、これは
記録システムを用いる場合は「出力帳票の様式例」と位置付けられる。よって入力画面
の仕様については、出力様式を担保できる範囲で、ベンダー各社が検討することとなる。 

 
○ この入力画面については、入力や確認のしやすさの観点から、図４のように看護過程と
しての一貫性を高めた訪問看護計画書と連動した画面とすることや、「利用者の意向」
等の重要な事項が常に画面の見やすい位置に表示する仕様とすることが望ましいとの
意見が、WGで提案された。 
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図３：訪問看護記録書Ⅱの様式例 
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図４：記録システムにおける訪問看護記録書Ⅱの「入力画面」イメージ 

 
（４）訪問看護記録書Ⅱのあるべき姿を実現するための工程 
 

○ WGでは、看護の質を可視化するための情報集積のあり方と、他職種と連携しながら訪
問看護の業務を円滑に遂行していくために必要な記録のあり方が、一致しない場合があ
るとの意見があった。このため両者をバランス良く追える枠組みを考えることが肝要で
あり、図５の位置づけのもとで、まずは「データ入力の標準化」から着手してはどうか
との意見があった。 
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図５：訪問看護の効率化と質の可視化を両立させるデータ入出力の枠組み 

 
○ またWGでは、在宅医療・介護や長期ケアの質に関する評価枠組みの研究が発展途上で
あり、訪問看護が利用者に与える成果（アウトカム）とそれに至る看護行為（プロセス）
の検討には今しばらく時間が必要であることが共有された。よって「データ出力の標準
化」については、先述の科学研究費補助事業等による成果を待ちつつ、今後の課題とす
ることが相当であろうとの意見が挙げられた。 

 
○ また、記録・共有される情報の標準化という観点においては、厚生労働省標準規格の
作成や普及の先例に則った運用が推奨されることから、看護領域の記録や情報共有等
に関係する既存のマスター等の規格の管理を行う団体において、これらのマスター等
との関係性を踏まえた訪問看護記録書等の記述方式等の技術的側面に関して、さらな
る検討が行われることが望ましいとの意見があった。 
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６．考察 
 
（１）訪問看護記録書Ⅱに記載する情報項目及び情報フローの標準化 
 

○ 本節では、本委員会からWGに付議し、これを受けてWGで行った議論をもとに、既
存の研究事業等での検討経過も踏まえ、記録の様式とその前提となる情報フローについ
て本委員会として整理する。 

 
○ 訪問看護に関する様式として、訪問看護記録書Ⅰ、訪問看護計画書、訪問看護記録書Ⅱ、
訪問看護報告書、訪問看護情報提供書が存在する。看護師以外が作成する様式には、医
師が作成する訪問看護指示書、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画書、サービ
ス提供票が存在する。サービス提供票は、毎月看護師が実績報告を返送することが求め
られる。 

 
○ これらの帳票に関する情報のフローについては「東京大学. (2015). 平成26年度老人
保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のための情報
システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書」でも検討されている通り、極め
て複雑である（資料３）。このような複雑な情報のフローの中で、これを支援する記録シ
ステムには資料１に掲げるような課題が WG で指摘されており、本委員会としてもそ
の改善を期待する。 

 
○ なお、資料３では多職種間で共有される情報に関するフローを中心にしているところ、
事業所運営上は、レセプト請求、利用者自己負担額の請求、職員の勤怠管理、給与計算・
支払いといった会計・人事に関する業務が発生するので、基盤的記録である訪問看護記
録書Ⅱを軸に、こうした管理運営も含めた情報フローを、視野に入れておく必要がある
ことがWGで指摘された（図２）。 

 
○ 本委員会でも、看護過程としての臨床的な一貫性と、会計・人事等の事務管理を含めた
業務的な一貫性をともに確保した情報フローの確立を重視した。よって、図２で例示し
た情報フローの一貫性を確保しつつ、訪問看護記録書等の様式や入力画面を検討するこ
とが重要と考える。 

 
○ こうした情報フローを踏まえると、基盤的記録である訪問看護記録書Ⅱに記載する項目
は、できる限り定型化されていることが望ましい。もちろん全ての情報を定型化するこ
とは、WGにおいて図１で共有した通り困難である。そこで図３で示したような様式を
活用し、定型化が可能な範囲で「利用者の状態」や「実施した行為」の標準化を図るこ
とを委員会としては提案する。こうして定型的に収集した情報を、図２で示したように
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多様な目的で活用することは、きわめて有意義であると考える。 
 
（２）訪問看護記録書Ⅱ以外の諸記録の運用改善 
 

○ 本事業は訪問看護記録書Ⅱに焦点を当てているが、それ以外の諸記録においても情報フ
ローの整備が必要であることは前節で述べた。ここ3年間で記録システムによる訪問看
護記録書Ⅱの記載は急速に進展している。他方、それ以外の諸記録については他施設と
の一体的な運用が必要であることもあり、電子化の進展が遅れ気味であることは、WG
でも議論された通りである。また先行調査においては、ICTシステム導入について、初
期費用、維持費用が高額であり、小規模事業所では導入が難しく、大規模事業所では端
末費用が高額となるという指摘もあった13。 

 
○ このような課題があるため、訪問看護記録書Ⅱ以外の諸記録については、情報項目や情
報フローを標準化するためには相当な時間を要するものと見込まれる。このため本委員
会としては、将来的な標準化を期待しつつ現時点で取り組むことが可能な運用上の改善
課題について考察する。 

 
１）訪問看護指示書 

 
○ 訪問看護指示書については、59.5%が電子的に作成している状況でありながら、送付方
法については郵送83.8%（FAX後の郵送を含む）、手渡し13.5%、FAX10.8%といっ
た方法が主流という報告がある14。 

 

 
図出典：東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介
護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
 

                                                
13 全国訪問看護事業協会. (2016). 訪問看護ステーションのICT普及に向けて: ICT活用推進プロジェクト報告書 
14 東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のた
めの情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
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図出典：同上 

 
○ 訪問看護指示書の電子化については、「保険医療機関等が、診療報酬の算定にあたって
作成等することとされている文書については、電子的に作成等された場合であっても、
書面（紙媒体）によるものとみなして取り扱うこととして差し支えない。」15とされ、2015
年の中央社会保険医療協議会においても電子化のイメージが例示されている16。しかし、
WGでは、電子的に授受が行われている事例は挙げられず、OCR（Optical Character 
Recognition）技術によって紙で受領した訪問看護指示書を簡易に情報システム内にと
り込む等の方法はあるものの17、まだ普及の段階には達していないことが議論されてい
た。 

 
○ 委員会としても、医師・看護師の双方にとって負担軽減できる仕組みの検討は重要であ
ると考える。訪問看護指示書を電子的に発行する例が徐々に増えることを視野に入れて、
訪問看護ステーションにおいて記録システムを整備することがその一助といえる。 

 

                                                
15 平成24年3月26日, 厚生労働省保険局医療課事務連絡. 医療情報システムにおける標準化の推進について 
16 平成27年7月22日, 厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第174回）. 診-3: ICT
を活用した医療情報の共有の評価について 
17 全国訪問看護事業協会. (2016). 訪問看護ステーションのICT普及に向けて: ICT活用推進プロジェクト報告書 



 26 

 
図出典：平成27年7月22日, 厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会（第174回）. 
診-3: ICTを活用した医療情報の共有の評価について 

 

 
図出典：同上 

 
２）居宅サービス計画書・サービス提供書等 

 
○ 介護支援専門員の作成する居宅サービス計画書・サービス提供票の送付手段も、郵送・
FAX・手渡しが主流であり、ICTを用いて電子的に授受・管理が行われているところは、
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電子メール3.7%、情報システム3.7%と少ない状況にある18。なお、居宅サービス計画
書・サービス提供票は、押印された原本の授受が求められる形とはなっていない。 

 

 
図出典：東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介
護の連携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 

 
○ 毎回の訪問の後、利用者の状態を他機関に情報共有する必要がある場合の連絡方法につ
いては、電話77.3%、FAX50.0%（複数回答式）が主流であったが、電子メール13.6%、
情報システム4.5%と、ICTを利用した連絡も少数みられている19。 

 

 
図出典：同上 

 
○ 毎回の訪問の後の連絡先については、居宅介護支援事業所77.3%、病院・診療所72.7%、
訪問介護事業所43.2%（複数回答式）と、複数機関への連絡を要する場面が想定される
20。 

 
                                                
18 東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のた
めの情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
19 東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のた
めの情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
20 東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のた
めの情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
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図出典：同上 

 
○ このように介護支援専門員との情報共有においても ICT を活用した手段はまだ十分で
はなく、かつ、WGにおいては、押印された原本の授受が必要でない書類まで「手渡し」
が地域慣行となり、必ずしも円滑な業務運営になっていない例もあることが指摘されて
いた。一部の地域におけるこうした運用は著しく不合理であるから、委員会としても、
改善すべき課題と判断する。WGでも例示したインターネットＦＡＸ等も活用し、訪問
看護ステーション及び居宅介護支援事業所の双方において効率性の向上に努めること
が望まれる。 

 
３）訪問看護報告書・訪問看護計画書関連 

 
○ 訪問看護報告書の作成手段については、75.0%の事業所が電子的に作成している状況で
ありながら、送付方法については郵送56.8%、手渡し38.6%、FAX27.3%（複数回答
式）といった方法が主流である。訪問看護計画書の送付方法についても郵送68.2%、手
渡し45.5%が主流である21。 

 

                                                
21 東京大学. (2015). 平成26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連携のた
めの情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
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出典：同上 

 

 
出典：同上 

 

 
出典：同上 
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○ 訪問看護報告書による医師への報告は、介護支援専門員との情報共有とは同一視できな
い面も多いため、WGでも電子的な授受が喫緊の課題という程の意見は挙がっておらず、
委員会としても将来的な検討課題にとどまると認識している。 

 
（３）訪問看護記録書Ⅱに記載する情報項目・情報フローの標準化による訪問看護事業所の利点 
 
１）訪問看護記録書Ⅱに記載したデータの管理運営業務への活用 

 
○ これまで訪問看護記録書Ⅱの情報項目や情報フローを標準化し、同時に電子化する意義
を考察してきた。他方で、導入費用の負担が大きいことから電子化には躊躇せざるを得
ない訪問看護事業所も一定程度あることも共有してきた。このため、本委員会として提
案する訪問看護記録書Ⅱの情報項目は、図３のように、紙媒体での運用を考慮したもの
である。 

 
○ 他方、より多くの訪問看護事業所が記録システムを導入し、システムを用いた訪問看護
記録書Ⅱの作成が普及することは、これまで述べてきたような標準化の効果をより高め
ることにも繋がる。この観点から、本節では、同記録の標準化に伴う訪問看護事業所の
利点について考察する。 

 
○ 訪問看護事業所では、利用者自己負担額の請求、職員の勤怠管理、給与計算・支払いと
いった会計・人事に関する管理運営業務が発生しており、これらの業務効率化も、事業
所にとっては重要な視点である。また、このような会計・人事に関する情報には、訪問
看護記録書Ⅱ等を管理する情報システムを発生源とすることが多い。このため、訪問看
護記録書Ⅱを作成するための情報システムにおいても「会計・人事等の事務管理を含め
た業務的な一貫性」を確保することが重要であることは、WGでも議論のあったところ
である。 

 
○ 訪問看護事業所が扱うレセプトは大きく介護保険と医療保険の2種類であり、介護保険
については電子データによる伝送が基本となっている。一方、医療保険のレセプト（訪
問看護療養費）については現在も紙媒体での提出となっており、返戻処理も紙媒体の帳
票が送付される形となっている。厚生労働省において訪問看護療養費のレセプト電子化
の検討が進められていることから22、将来的には伝送が予想される。また、難病等の公
費負担が発生する場合は、自己負担上限額管理票等の管理も必要となる。このような請
求事務を少しでも効率化する上では、訪問看護記録書Ⅱに記載すべき「利用者の状態」
や「実施した行為」を標準化された表現とすることが端緒となり得る。 

 
                                                
22 平成29年11月8日, 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会（第108回）資料2-2 
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○ なお WG では、訪問日をレセプトに反映する機能は比較的多くのベンダーで見られる
が、初回加算、特別管理加算、ターミナルケア加算のように利用者の属性に応じた算定
を支援する機能については充足していないとの指摘があった。既存調査においても課題
として指摘されており23、訪問看護記録書Ⅱの標準化に合わせて、各ベンダーのシステ
ム仕様の改善が望まれる。 

 
○ また、職員の勤怠管理や給与計算といった訪問実績等のデータを用いた労務管理業務を
効率化する観点においても、記録システムと、労務管理・給与計算・会計システム等と
の間でのシステム間連携も今後の課題である。この点は、介護支援システムで先例があ
るので、実現可能性も高いと本委員会としては考えている。 

 

 
出典：平成29年11月8日, 厚生労働省社会保障審議会医療保険部会（第108回）資料2-2 

 
○ 訪問看護ステーションの場合は事務職員が十分ではなく、このため WG でも特に会計
事務の負担が大きいことが指摘されていた。また、規模が小さい事業所が多く管理運営
の手法等を普及することも困難であるため会計・人事等の管理運営業務を支援する情報
システムが発展することで、訪問看護利用契約書、重要事項説明書、就業規則、標準看
護手順書、各種マニュアル等を全国の事業所に参考情報として提供することも可能とな
り24、事業所管理の平準化が促されるとの意見もあった。 

 
                                                
23 全国訪問看護事業協会. (2016). 訪問看護ステーションのICT普及に向けて: ICT活用推進プロジェクト報告書 
24 情報提供される書式の遵守そのものを求めるものではなく、各事業所が書式を作成する際の参考として活用さ
れ、その結果として事業所管理の質の平準化が促されることを期待するものである。 
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○ そこで本委員会としては、記録システムと連動してこれらの会計・人事等の管理運営業
務を支援する情報システムが発展することにより、訪問看護記録書Ⅱを作成するための
記録システムの普及にも、望ましい影響を与えるものと考えている。 

 
２）訪問看護記録書Ⅱに記載したデータの調査協力業務への活用 

 
○ 訪問看護事業者の業務負担には、各種調査への協力も大きいことが WG でも挙げられ
ていた。他方でこれらの調査は、訪問看護の可視化を担保している面もあるので、訪問
看護事業者としては協力することに前向きではある。このような背景を踏まえ、本委員
会としては、訪問看護記録書Ⅱを標準化する訪問看護事業者の利点に「調査協力業務に
活用できること」も含める余地があると考えた。 

 
○ 先行研究では、訪問看護事業所の調査協力に対する負担軽減と質の高い研究成果取得を
両立する方法として、公表情報の活用、データ・アーカイブの利用、第三者機関による
一元的な情報管理等が望ましいとの指摘がある25。 

 
○ 将来的にこうした手法を用いた調査が増えていくものと予測されるが、この場合も、デ
ータ・アーカイブ等にデータを蓄積するためには基盤的記録である訪問看護記録書Ⅱの
情報項目を標準化することが不可欠である。標準化が進むことにより、将来的には訪問
の状況などより詳細な情報を訪問看護の記録システム上から適切な形で抽出し、公的機
関等へ提供することが可能になり、もって、訪問看護事業者の負担軽減に資することが
期待される。 

 
（４）訪問看護記録書Ⅱに記載する情報項目・情報フローの標準化を通じた質評価基盤の構築 
 

○ 前節までは訪問看護における記録及び情報共有の現状と課題を主に個別のケアの質や
事業所運営の観点から述べてきた。これらも重要でありつつ、同時に、ポピュレーショ
ンヘルスの観点から訪問看護記録書Ⅱのデータを二次利用し、将来的にデータベース整
備に繋げ得る形を確保する視点も重要である。そこで本委員会としては、各種データベ
ース整備の現状を概観した上で、訪問看護記録書Ⅱに記載する情報項目を、どのような
形でデータベース整備等に繋げ、質評価の基盤を構築できるか考察する。 

 
１）各種のデータベース事業と訪問看護との関係 

 
○ 保健医療分野における公的データベースの整備が進む中、これらの公的データベースに、
訪問看護の実施を示すデータは含まれていない。現在は訪問看護療養費のレセプトが電

                                                
25清水準一. (2013). 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)研究成果報告書「訪問看護事業所の開示情報の
活用及び調査方法の改善等による在宅看護研究基盤の確立」 
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子化されていないという技術的課題もあるが、これまで訪問看護において「実施した行
為」を全国共通の形で蓄積する手段がなかったという臨床的課題も大きいと考える。 

 

 
図出典：2018年5月16日, 厚生労働省医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議資料2-2 

 
○ 厚生労働省が整備する新たな公的データベースとして、2020 年を目処に CHASE
（Care, HeAlth Status & Events）を構築する検討も始まっている。ここでは、訪問
介護等に関するデータの蓄積は検討されているが、2019年3月時点では訪問看護に関
するデータの蓄積が含まれていない。ここでも上記の臨床的課題があることは同様であ
る。 

 
○ しかしながら、実施した行為を全国共通の表現で蓄積する手段がないという臨床的課題
は、本委員会が提案する訪問看護記録書Ⅱの情報項目を活用することで、解消できるも
のと考える。将来的に、何らかのデータベース事業において訪問看護で実施した行為を
定量的に把握する必要が生じた場合は、記録システムから訪問看護記録書Ⅱのデータを
抽出し、このデータを用いてデータベース登録を行うことが合理的であり、かつ Real 
World Dataであるため信頼性も高いものと考える。 
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図出典：平成29年10月26日, 厚生労働省科学的裏付けに基づく介護に係る検討会（第２回）資料1-2 

 
○ 他方、保健医療分野ではNational Clinical Database26をはじめとする民間データベー
スも存在する。将来、看護系の学会等がこうした取り組みを参考に、自主的にデータベ
ースを整備する可能性も残っている。 

 

 
出典：National Clinical Database. URL: http://www.ncd.or.jp/ 

                                                
26 National Clinical Database. URL: http://www.ncd.or.jp/ 
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○ 急性期医療におけるアウトカム指標の標準化とそのデータの蓄積には、日本クリニカル
パス学会の取り組みがある。これには同学会が開発したBOM（Basic Outcome Master）
が活用されており、これはアウトカム指標に観察項目が紐づいた形で標準化がなされて
いるものである。医療情報標準化推進（HELICS）協議会の審査を経て、2019年1月
に採択された27。 

 

 
図出典：副島秀久,中熊英貴(2011)基本アウトカムマスター（Basic Outcome Master：BOM）の目的と構
造および今後の課題, 日本クリニカルパス学会誌 13(2),P.95 

 
○ 本委員会としては、将来的にどのようなデータベース事業が展開され、訪問看護に関す
るデータが必要とされるのか予想することは困難である。いずれにせよ、何らかのデー
タベース事業が訪問看護に関するデータを必要とした際には、「利用者の状態」「実施し
た行為」を収集することは容易に想像できるので、こうしたデータ抽出を容易に行える
ような記録システムの仕様を、各ベンダーには期待したい。 

 
○ なお、ポピュレーションヘルスを目的としている公的データベースや学会等の民間デー
タベースとは趣旨が異なるが、クラウドサービスとして記録システムを提供するベンダ
ーが持つデータベースについても言及しておく。WGでは訪問看護計画書の立案等を支
援する機能を持つ記録システムが存在するという事例が挙げられていたものの、本委員

                                                
27 医療情報標準化推進（HELICS）協議会. 医療情報標準化指針一覧. URL: 
http://helics.umin.ac.jp/helicsStdList.html 
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会としては、現時点では当該機能が人工知能によるものとまでは判断しにくいと考えて
いる。ただし、今後より多くの情報が適切な枠組みで集積されていく体制が実現されれ
ば、看護師の思考の助けとなる仕組みとなることも期待されるとの見解もある28。本委
員会が提案するような標準的な情報項目・情報フローに基づいて訪問看護記録書Ⅱが記
載されれば、クラウドサービスを提供するベンダーが持つデータベースにも、そのベン
ダーと契約している各訪問看護事業者の各種記録のデータが統一された言語で蓄積さ
れたことになるので、機械学習の効率も格段に向上する。結果的に、人工知能を活用し
た訪問看護計画の立案等に貢献すると予測する。 

 
○ WGでも議論があった通り、現時点では訪問看護領域の標準言語は必ずしも普及に達し
ていない。しかし看護実践用語標準マスター29など厚生労働省標準規格の各種マスター
の開発や普及推進が進んでいることから、徐々に標準言語を使用する訪問看護事業者が
増えるものと見込まれる。本委員会でも、訪問看護記録書Ⅱには一定程度の定性的な表
現が残ると述べたが、標準言語を記録システムに実装することで、自然言語処理の技術
を用いたデータの定型化を図る方途も残されている。一例として、オランダでは、医師
が経過記録を SOAP・散文形式で記録すると国際的な標準言語である ICPC
（International Classification of Primary Care）30コードの候補が表示され、確定ボ
タンを押すだけでICPCコード情報を持つ診療録が完成する仕様になっている。本委員
会としては、これらの技術動向も注視しつつ、訪問看護事業者において臨床目的以外で
の登録作業が発生しないような形での、データベース構築を望みたい。 

 
２）標準化された訪問看護記録書Ⅱを用いた質評価の可能性 

 
○ 本委員会では、訪問看護記録書Ⅱの標準化を通じて「利用者の状態」と「実施した行為」
を定型化することを提案している。これらは質評価の一助とはなり得るが、標準化され
た情報項目自体が直ちに訪問看護のプロセスやアウトカムになるとは限らないので、こ
れらの情報項目を活用しつつ、引き続き評価指標の構築に関する研究を期待している。 

 
○ 例えば在宅医療・介護連携推進事業における指標のイメージでは、アウトカム指標とし
て、住民の生活満足度、従事者の満足度、要介護高齢者の在宅療養率が例示されており、
訪問看護の評価指標としても参考になると考えられる31。これらの指標を訪問看護記録

                                                
28 吉江悟. (2019). AI（人工知能）によって看護師の仕事が減っていくかもって…本当？ Expert Nurse, 35(4), 
114-117. 
29 医療情報システム開発センター. MEDIS標準マスター紹介サイト. URL: 
https://www.medis.or.jp/4_hyojyun/medis-master/ 
30 WHO. International Classification of Primary Care, Second edition (ICPC-2). URL: 
https://www.who.int/classifications/icd/adaptations/icpc2/en/ 
31 野村総合研究所. (2017). 平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業地域包括ケアシステ
ムの構築に向けた地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の実施状況及び先進事例等に関する調査研究
報告書 
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書Ⅱのデータからどのように導出するかは今後の検討課題である。 
 

 
図出典：野村総合研究所. (2017). 平成28年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業地域包
括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の実施状況及び先進事例
等に関する調査研究報告書 

 
○ また、訪問看護は医療計画上に位置付けられる在宅医療の体制を支える重要なサービス
でもある。厚生労働科学研究「病床機能の分化・連携や病床の効率的利用等のために必
要となる実施可能な施策に関する研究」班が開発した在宅医療の体制構築に係る現状把
握のための指標例32は、都道府県において医療構想を策定する際の参考として都道府県
に通知されているプロセス・アウトカム評価項目でもある。これらの指標データを訪問
看護記録書Ⅱのデータからどう導出するかも今後の課題である。 

 

                                                
32 平成29年3月31日, 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（医政地発0331第3号）「疾病・事業及び在宅
医療に係る医療体制について」別表11 

指
標
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標
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状
況

連
携
状
況

場所別の死亡数（ 率）

要介護高齢者の
在宅療養率

生活満足度
従事者満足度

提
供
体
制
等

参考） http : //w ww .m h lw . g o. jp/stf/seisakun itsu ite/bunya/0000061944 . htm l

在支診数、 訪問診療を行う 診療所数
歯科診療所数・ 訪問歯科診療を行う 歯科診療所数
薬局数・ 訪問薬剤指導を行う 薬局数
訪問看護ST数、 24時間対応の訪問看護ST数 等

在宅医療

居宅介護支援事業所数
介護老人保健施設数
通所介護の事業所数
訪問介護の事業所数 等

在宅介護

在宅療養・ 介護の希望割合
在宅看取りの希望割合 等

住民の意識・ ニーズ

訪問診療の実績回数
訪問歯科診療の実績回数
訪問薬剤指導の実績回数
訪問看護の実績回数 等

在宅医療サービスの実績

研修、 住民向け普及啓発等の実施回数 等

市町村の取組

入院時情報提供率、 退院調整率
情報共有の過不足等の質の調査 等

入退院時の連携

退院支援加算、 介護支援連携指導料 等

連携に係る診療報酬

入院時情報連携加算、 退院退所加算 等

連携に係る介護報酬

将来推計（ 人口、 死亡者数等）
も併せて考慮する

※実績値は「 後期高齢者1万人対」 など人数比で把握するよう にして、 規模の異なる市町村間での横比較ができるよう にする必要あり

在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 に お け る 指 標 の イ メ ー ジ

出所） 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業における在宅医療・ 介護連携推進事業の実施状況および先進事例等に関する調査研究事業
（ 平成28年度老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 野村総合研究所）

○ 地域の課題や取組に応じて、 必要な評価指標を検討、 選択することが重要。
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図出典：平成29年3月31日, 厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（医政地発0331第3号）「疾病・
事業及び在宅医療に係る医療体制について」別表11 

 
○ また、WGでも議論があったようにLong Term Care領域に特化した質の評価指標を
構築する研究も進んでおり（資料２）、様々な形で指標の整備が展開されている。このこ
とから、本委員会としても図５で掲げている「データ出力の標準化」の出力様式を示す
ことは困難と考えている。しかし、訪問看護記録書Ⅱの標準化を通じ「データ入力の標
準化」の基盤整備は行えるので、多様な出力ニーズへの対応可能性を確保できる。 

 
（５）訪問看護記録書Ⅱの情報項目及び情報フローを普及及び活用する方策 
 
○ 各種の記録を通じた情報集積や利活用の目的としては、臨床評価、経営分析、政策立案、
研究など様々なものが存在するため33、あらかじめ想定を持って、目的に合った集積をし
ていくことが重要である。この点は訪問看護でも同様であり、WGにおいても、その目的
の多様さから、データヘルスに対応していくためには、標準化された記録様式を広めると
ともに、これを援用したデータベースを普及し、かつ、有効に活用する方法論についても
検討が必要であるとの意見があった。 

 

                                                
33 医療情報標準化推進協議会（HELICS協議会）パンフレット. URL: http://helics.umin.ac.jp/aboutHelics.html 
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出典：医療情報標準化推進協議会パンフレット. URL: http://helics.umin.ac.jp/aboutHelics.html 

 
○ その中では、「厚生労働省における保健医療情報分野の標準規格（平成22年3月31日
医政発0331 第 1号、厚生労働省医政局長通知）」において、「今後厚生労働省において
実施する医療情報システムに関する各種施策や補助事業等においては、厚生労働省標準規
格の実装を踏まえたものとする。厚生労働省標準規格については現在のところ、医療機関
等に対し、その実装を強制するものではないが、標準化推進の意義を十分考慮することを
求める」とあることから、訪問看護に関係する標準マスター等の規格やその維持管理を行
う各団体とは、十分な連携を図りながら進めることが必要である。 

 
○ 他方で、訪問看護に関係する各団体や学会等においても、目的に合ったデータの収集を実
現するための議論が必要である。特に学会等が運営する民間データベースでは、継続的に
データベースを運用していく体制が必須となる。既にデータベースを開発・運用している
事例の体制を訪問看護の業界に置き換えて考えると、職能団体、事業者団体、看護や在宅
医療に関する学会や研究機関、それら団体の連合組織などが存在し、これらの関係団体が
データベース構築に関して十分な議論を行って合意を形成していくことが重要である。 

 
○ 既存団体の機能・構成などから類推する形で、訪問看護に関するデータを活用し、訪問看
護の業務効率化と質の可視化の両立を目指す議論を行うための組織を例示した（図６）。
データヘルスを視野に入れた訪問看護領域の情報化を進める上では、議論の場づくりにつ
いても、今後の検討課題である。 
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図６：訪問看護の業務効率化と質の可視化の両立を促す組織のイメージ 

 
（６）小括 
 
○ 本調査研究では、訪問看護の情報標準化のための「訪問看護記録書Ⅱ」の記録・共有のあ
り方について、WGを通じて多角的な検討を行った。データヘルスに対応した訪問看護の
記録・情報共有の実現に向けては、結論を得るに至らない事項も多いことが明らかになっ
た。訪問看護のプロセスやアウトカムを評価する指標の開発などの学術研究や、これらの
データを蓄積するデータベースの構築や利活用方法の模索については、今後の検討課題と
して残された。また、本委員会が提案した訪問看護記録書Ⅱの情報項目及び情報フローを
訪問看護事業所が実装するためには記録システムのバージョンアップ等が必要になるた
め、円滑な実装には各ベンダーの協力もきわめて不可欠である。 

 
○ このような限界はありながらも、本委員会では、書類作成の負担軽減に配慮した情報項目
や情報フローについて検討を行い、訪問看護記録書Ⅱのあり方について一定の結論を得る
ことができた。将来的な検討課題は多いものの、本調査研究の成果を活用して「データ入
力の標準化」を実現すれば、これらの検討もきわめて円滑になるものと本委員会としては
考えている。 
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○ WGに際してテーマＢ座長が整理したように（14ページ参照）訪問看護が目指すケア
の幅はきわめて広く、そのあり方を考え続けていくことは重要である。これを議論する
上で訪問看護の可視化は喫緊の課題であることから、本委員会では訪問看護記録書Ⅱを
中心に、データ入力の標準化手段を提案した。これらの成果物を活用し、よりよい訪問
看護の模索に繋げていただくことを切望する。 
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資料 
 
資料１ 記録システムの機能に関する改善課題34 
 

○ 記録に関する課題 
・ 訪問看護計画書に記載された問題点や看護計画に対応する形で訪問看護記録書Ⅱの
記載を行える仕様になっていると看護過程を意識しやすいが、現状では帳票ごと独
立した形になっており流れを意識しにくい。 

・ 訪問看護記録書Ⅱの入力内容がそのまま訪問看護報告書に反映される仕様になって
いないことがある。 

・ 訪問看護指示書の記載内容（指示期間、傷病名、症状など）について、訪問看護事
業所と指示医（ないし指示医の所属する医療機関の職員）との間で電話等による追
加的なやり取りが必要となる場面が日常的に発生しており、双方の手間となってい
るが、この問題を解決してくれるシステムが存在しない。 

・ 法定帳票等への押印作業が手間である。（印鑑を押さなくても良い仕組みにしてもら
いたい。） 

・ 訪問看護指示書について、厚生労働省の通知では電子的な作成が認められていると
解釈されるが35、運用の実例が見当たらない。 

・ 法定帳票に対応した記録システム以外に事業所内で気軽に情報共有ができるクロー
ズドSNSシステムもあると良い（すでに両者を併用している事業所も存在する）。 

・ 法定帳票に対応した記録システムと他事業所との連携のための情報システムの情報
が自動連携しておらず、二度書きやコピー＆ペーストをしなければいけないことが
ある。 

 
○ その他の課題（記録以外のレセプト請求等に関するもの） 
・ 訪問看護事業所、居宅介護支援事業所の双方とも電子的に実績管理をしているにも
かかわらず、毎月末に訪問看護実績を居宅介護支援事業所に報告する際にはFAX等
を用いて電子データではない形で授受が行われている実態がある。（インターネット
FAXを用いている事業所ではすべての情報をPDFファイル等で電子的に管理でき
るものの、OCR技術が実装されておらず、テキストデータへの変換については課題
がある。）サービス提供票については、居宅介護支援事業所から届いた訪問予定が自
動的に読み込まれ訪問看護の業務システム側にとり込まれることで、訪問日の予実
管理を簡略化できる可能性がある。 

                                                
34 ここに記載した課題意識はWGメンバーの認識する範囲であげられた内容を羅列したものであり、記録システム
によってはすでに解決・実装されている内容も含まれる可能性がある。 
35 平成24年3月26日, 厚生労働省保険局医療課事務連絡. 医療情報システムにおける標準化の推進について 
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・ 診療報酬（訪問看護療養費）や介護報酬における自己負担額の計算については、難
病等の場合に必要となる自己負担上限額管理票の月々の管理（自己負担額の徴収に
関する他の医療機関との調整）が極めて煩雑であるが、それを簡易に処理してくれ
る業務システムが存在しない36。 

・ 記録システムに入力した訪問実績は、レセプト請求、勤怠管理、給与計算等に幅広
く活用できる（例えばAPI連携などによりこれらを連動的に管理することは可能と
思われる）ものの、これらを一元的に管理する機能を使用している事例が見当たら
ない。介護支援システムには一元的管理の実装例もあるので、訪問看護の支援シス
テムでも同様の機能の実装を進めてほしい。 

・ 行政・研究機関より送付される各種のアンケート調査に回答する負担を、こうした
システムで軽減できないか。 

・ 業務支援システムの初期費用、維持費用が高額であり、小規模事業所では導入が難
しく、大規模事業所では端末費用が高額となるという指摘もあった37。 

・ 記録システムのシェアはトップシェアであっても10%未満であり38、多様なシステ
ムが流通していることから、システム仕様の標準化が進みにくい。 

・ 仕様が標準化されていないことにより、記録システムを他社製品に変更する際のデ
ータ移行に難渋する。 

 
  

                                                
36 外来受診の場合は受診の都度医療機関の窓口において自己負担上限額管理票への記入が行われるため問題が生じ
にくいが、訪問診療（医科・歯科）、訪問薬剤管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの場合、月単位で
一括して自己負担額の請求をすることが多いため、上限額に達するまでの自己負担額をいずれの医療機関が徴収す
るかということについて、毎月末に機関間での調整を行う必要がある。 
37 全国訪問看護事業協会. (2016). 訪問看護ステーションのICT普及に向けて: ICT活用推進プロジェクト報告書 
38 全国訪問看護事業協会. (2018). 訪問看護ステーションにおけるICTの普及状況に関するアンケート調査結果 



 44 

資料２ Long-term careアウトカム質指標の開発（五十嵐歩）39 
 

 
                                                
39 平成30年度日本学術振興会科学研究費助成事業・挑戦的研究（萌芽）「Long-term careアウトカム質指標の開
発: 施設・在宅横断型指標の構築」（研究代表者：五十嵐歩） 
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資料３ 訪問看護ステーションの詳細業務フロー その１～その５（東京大学） 
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図出典：東京大学. (2015). 平成 26年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等事業在宅医療と介護の連
携のための情報システムの共通基盤のあり方に関する調査研究報告書 
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本報告書は、平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）訪問看
護の情報標準化のための「訪問看護記録書Ⅱ」の記録・共有のあり方に関する調査研究の成果
の一部として作成された。 
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