（案２）
資料２
「次世代医療ICT基盤協議会の開催について」の一部改正について
平 成 2 8 年 3 月 ○ 日
健康・医療戦略推進会議決定案
次世代医療ICT基盤協議会の開催について（平成27年１月21日健康・医療戦略推進会
議決定）の一部を次のように改正する。
別紙次世代医療ICT基盤協議会
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次世代医療ICT基盤協議会の開催について
平 成 27年 １ 月 21日
健康・医療戦略推進会議決定
平 成 27年 5月 15日
平 成 27年 9月 28日
平 成 27年 11月 17日
平 成 28年 3月 ○ 日
一
部
改
正

１．健康・医療戦略（平成26年７月22日閣議決定）等に基づき、医療・介護・健康分
野のデジタル化の実現及び、デジタル基盤の構築とその利活用により、医療の質・
効率性や患者・国民の利便性向上、臨床研究等の研究開発、産業競争力の強化、社
会保障のコストの効率化の実現を図るため、次世代医療ICT基盤協議会（以下、
「協
議会」という。）を開催する。
２．協議会の構成員は、別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認める
ときは、関係府省庁その他関係者の出席を求めることができる。
３．協議会の庶務は、関係府省庁の協力を得て、内閣官房において処理する。
４．前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、議
長が定める。
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文部科学省研究振興局長
厚生労働省大臣官房技術総括審議官
厚生労働省保険局長
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大江 和彦 東京大学医療情報経済学教授
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学研究所所長
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神成 淳司 慶應義塾大学環境情報学部兼医学部准教授
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山崎 學
日本精神科病院協会会長
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