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“9 Reasons Why FHIR is Better”
• 平易かつ迅速な実装可能性
• 実装に必要なライブラリが提供されている
• 無償 – 利⽤制限なし
• すぐに利⽤出来る(out-of-the-box)相互運⽤性
• HL2.x、CDAと共存、活⽤しつつ進化した開発環境
• Web標準規格の活⽤ XML, JSON, HTTP, Atom, OAuth, etc.
• RESTfulアーキテクチャの採⽤ メッセージ、⽂書の両⽅のサポート
• 開発者にとって可読可能なフォーマット
• 確固としたオントロジー基盤を背景に (HL2.x,CDAからの)正確な正

式マッピングの提供

https://www.forcare.com/blog/9-reasons-why-fhir-is-better

🤔



http://www.ringholm.com/column/RFH_HL7_version_3_taken_to_the_next_step.htm



Resourceとは
• Uniform Resource Identifiers (URI)に

よって、⼀意に特定できる”対象”
• Linked Data, RDFの中⼼概念

http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/internet/rdf/NOTE-rdf11-primer-20140225.html



FHIRの情報モデルの特徴
• FHIRでは”Resource”を構成要素として組

み合わせることで、医療情報を表現する。

title : “Discharge Summary”
id: 2321321

date : 2013-01-12
subject : Patient/12345

encounter : Encounter/67890

id : 12345
name : 山田

id : 67890
period :  

R
e
fe
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s

Resource : Bundle
type : document

entry: Composition/2321321

Resource : Composition

Resource : Patient

Resource : Encounter

• 退院サマリ⽂書の例
– リソースを束ねる Bundle
– ⽂書構造を定義するComposition
– 構成要素: Patient, Encounter….



“Letter to RFH Readers”
Grahame Grieve 13-Aug 2011

• The resources are based on the 
CMETs and RMIMS defined in v3. In 
most cases, they were modeled 
directly from the CMETS etc

• FHIRは全く新規の規格ではなく、HL7 v3
のCMET/RMIMから導出している。

https://www.hl7.org/FHIR/2011Aug/letter.html



FHIRのResourceとID
• Web規格のResourceと HL7 v3の情報モデ
ルの概念をあわせて 現代流に再構成した物

• Resourceを識別するIDとして
– Logical ID

•各サーバ、医療機関内において管理するため
– Business Identifier (Canonical URL)

• 全世界で⼀意にリソースを特定
•但し、作成者に管理を委ねられているので、気をつけ

ないと世界に⼀意ではないIDを割り振ってしまう可能
性もある。



リソースの参照例

GET http://a.company.example.com/Patient/23

<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
<id value="23"/>
<identifier>  

<system value=“http://a.particular.system/identifier”/>
<value value="123456"/>

</identifier>
</Patient>

GET http://other.company.example.com/fhir/Patient/5860200e-0ee3-42f5-8095-506e18dc9ca2

<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
<id value="5860200e-0ee3-42f5-8095-506e18dc9ca2"/>
<identifier>  

<system value="http://a.particular.system/identifier"/>
<value value=“123456”/>

</identifier>
</Patient>

Local IDはサーバによって
異なるIDが割り振られる

Business Identifierは不変

本来の定義では、医療機関の患者IDをIdentifier内に入れてはいけない。
が、実用的には、各医療機関のIDであることが識別できる仕組みを導入することになる。
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主訴 現病歴 既往歴

Condition Condition Condition

既往歴

Condition

主訴 現病歴 既往歴

Condition Condition Condition

既往歴

Condition

処方

[退院時処方]
連携システム

AI連動や電子カルテの相互交換へ

Medication

処方

Medication

現病歴 既往歴

Condition Condition

AIと連携した臨床判断支援

院内
処方
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 templateId 1..1   ㏥㝔᭹⸆ᣦ♧ࢺ࣮ࣞࣥࢸID 
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 text 1..1    
  table     

   thead     

    tr     
     th     
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     th     

      text() R  ⏝ἲ  
     th     

CDA文書の例

このデータを一意
に識別できる手段

がない



情報の構成単位(Resource)ごと
に一意に識別できる仕組み

Business 

Identifier #1

Business 

Identifier #2

= Business Identifier



https://www.hl7.org/fhir/medication.html

FHIR Medication Resource
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今後の取り組みにむけて
• 情報の⼀意性・重複排除を確たるものに

するために、Business Identifierの利⽤
を強制するProfileを策定・利⽤するよう
にしたい

• 患者 Resource
– 医療機関内IDの記述⽅式の共通化
– 全国共通ID (個⼈単位被保険者番号）

• その他のResource
–データ⽣成時にUUIDを⽣成

Business 
Identifier

Business 
Identifier



実装例（患者情報）

<Patient xmlns="http://hl7.org/fhir">
<id value="5860200e-0ee3-42f5-8095-506e18dc9ca2"/>
<identifier>  

<system value="http://jami.or.jp/hpid/8010047/">
<value value=“123456”/>

<system value="http://jami.or.jp/hpid/3910365/"/>
<value value=“32435”/>

<system value="http://jami.or.jp/insurer/380014//"/>
<value value=“1234123456780”/>

</identifier>
</Patient>

医療機関内患者番号を記述するためのシステム系
http://jami.or.jp/hpid/[医療機関番号]

個人単位被保険者番号を記述するためのシステム系
http://jami.or.jp/insurer/[保険者番号]

愛媛大学医学部附属病院の患者ID

鬼北町立北宇和病院の患者ID

保険者愛媛県松山市



実装例（処方）

<Medication xmlns="http://hl7.org/fhir">
<identifier>  

<system value="http://jami.or.jp/medication_uuid/">
<value value=“eb3b32f3-f7b0-42f6-abd5-1bb69a4c83fc ”/>
</identifier>

</ Medication >

世界中で一意に特定するためのUUIDと、その為の識別子であることを指定する
Canonical URLを策定する



レガシー資産との統合

患者診療情報提
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移植 移植 移植

CDA文書にない
Business Identifierの
採番についての規則を
定める必要がある



Take Home Message
• FHIRは⾊々な観点から注⽬されているが、

情報の⼀意性を保障する仕組みを導⼊し
て、⼆次利⽤性を⾼めるという視点で設
計することを提案したい

• その為には、下記の仕様の検討が必要で
ある
–患者を識別特定するためのシステム系
– リソースを⼀意に特定するためのシステム系


