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概要：日本の高齢化は急速に進行しており、平成 15年(2003年)から 25年(2013年)の間に 65歳以上の高
齢者人口は 2980万人から 3186万人に増加、総人口に占める割合は 22.3％から 25％に至り、人口、割合
共に過去最高となった。また、糖尿病を初めとした生活習慣病を発症、もしくはその可能性を有する人口

も増加傾向にある。このような背景から、個人自らの健康情報を生涯に渡り保存し、管理する方法として

PHR(Personal Health Record:以下 PHRと略す)システムの研究が欧米を中心として進行しつつある。本
研究では、国民の自発的な健康管理を支援・促進する為に、現状の PHR システムの課題や機微性の高い個

人の情報を活用するにあたって留意すべき事項についての検討を行った後、生活者がより安全かつ快適に

自身の健康情報を管理・活用出来る為の健康管理システムの在り方について提案を行った。	 
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1.はじめに 
	 個人の健康に関する情報について、カルテ

情報は医療機関、健診情報は保険機関、食事

等の日常情報は家庭など、様々な場所に散在

しているのが現状である。これらの情報を、

個人の意思で一元的に管理出来る様なシステ

ムを構築すれば、生活者の健康増進に向けた

有意義な行動を促せるだけではなく、より効

果的・効率的な医療関連サービスの創出につ

ながると考えた。	 

	 

2.PHRシステムについて	 
	 現在、諸外国において取り組みが進んでい

る PHR システムだが、その定義は各国によ
って異なる。そこで本研究では各国における

PHRシステムの定義について整理し、それら
に共通する事項を新たな定義として以下に定

めた。 
1) PHRシステムとは、個人が自らの生活の	  
	 質の維持・増進を目的として、自身の健	  
	 康に関する情報を収集・保存・活用する 
  事をサポ—トする仕組みの事。 
2)PHRシステムは、個人の為のツールであ	  
	 り、個人が情報を所有し、情報の収集・	  
	 保存・参照・第三者への開示など、全て 
	 のコントロールを利用者自らが行える事 
3)対象となる健康情報は、予防、医療、介 
	 護の生涯にわたる幅広い情報である事。 

図 1	 PHRシステムが対象とする情報の範囲 
3.PHRシステムを実現していく上での課題 
	 個人の医療・健康情報を扱う為の基盤の構

築及び蓄積された情報を安全かつ有効に活用

する為には、機微情報を扱う際に留意すべき

事項や、情報連携を円滑に行う為の技術的な

取り決めを定める事が必要である。しかし現

状の PHR システムにおいては、情報提供を
行う事業者間で扱うデータの規格が統一して

いない為、複数の事業者間での情報の連携が

困難となっている。異なる情報システム間で、

データ交換を可能にする為の情報記述形式と

して XML(eXtensible Markup Language)等
が広く普及している事から、PHRシステムに
おいても XML の様に仕様がオープンにされ
た規格開発に取り組んでいかなければならな

いと言える。また、利用者の身体的情報を扱

う PHR システムにおいては、プライバシー
や個人情報の保護の面から、情報の二次利用
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の在り方が今後特に重要な課題になると推察

した。 
 
4.PHR を活用した健康管理システムに関す
る考察 
	 上述した課題の絞り込みとして、生活者が

自身の医療・健康情報を民間事業者等によっ

て二次利用される事に対してどれほどの抵抗

感を抱くかアンケート調査を行った。調査の

結果から、情報の二次利用の在り方として以

下四点に留意した健康管理システムが求めら

れると考察した。 
	 1)蓄積された個人の健康情報に関しては完 
	 	 全に匿名化された上で利用される事。 
	 2)情報を二次利用する場合はその目的や影	  
	 	 響について説明を行う事。 
	 3)利用者の申し立てで情報の販売や譲渡を	  
	 	 止められるよう窓口を設置する事。 
	 4)利用者が不公平感を抱かないようにする	  
	 	 為、インセンティブルールを策定する事。 
 
5.PHR を活用した健康管理システムの在り
方についての提案 
	 生活者がより安全かつ快適に自身の情報を

管理・活用出来るよう、取り扱う情報の範囲、

個人情報の保護及びセキュリティの確保、情

報閲覧の仕組み、情報連携の仕組みに着目し

た上で、望ましい健康管理システムの在り方

について提案を行った。まず健康管理システ

ムにおいて取り扱う情報の範囲は、予防・医

療・介護の三段階において有効に活用出来る

様以下の４つに定める事とした。 
	 1)日常情報（バイタル情報、食事情報等） 
	 2)健診情報（各種検診結果情報等） 
	 3)診療情報（検査結果情報等） 
	 4)指導情報（ケアプラン、栄養指導情報等） 
 また、近年ではウェアラブル機器の発達によ
り、個人の運動情報や食事情報を容易に取得

可能となったが、現役の医者によるとそれら

のデータを有効と見るかについては判断がつ

きにくいとの事であった。そこで今回の提案

では、健康管理を行う上で取り扱うべき日常

情報の種類/項目を表 1の通り定めた。 
 

 	 個人情報の保護やセキュリティの確保に
ついては、データの改ざんや不正利用を防ぐ

事が重要であると考え、情報閲覧の仕組みと

して ID カードと静脈認証を用いた認証形式
を提案した。利用者に配布する ID カードの
みに個人識別情報を保存し、システムのサー

バー自体は個人識別情報を持たない体系を用

いる事で、個人を容易に特的できない構造を

考察した。（図２参照） 

	 	 	  図２	 データ利活用の体系 

	 また、利用者の利便性を損なわない為には、

複数のシステムにおいても一元的に情報を閲

覧出来る事が望ましいと考え、アカウント・

アグリケーション*２の機能を用いた情報閲覧

の仕組みを提案した。 
 
6.結論 
 提案した健康管理システムの在り方を実現
する事で、医者や指導士が個人の健康状態に

応じた適切な指導・サービスを行える他、バ

イタル情報や既往歴等の情報確認が容易とな

る事から、診療における待ち時間短縮や緊急

時における迅速な対応が可能になると言える。 
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図表出展一覧：	 

図 1)吉村、2014	 

図 2)吉村、2014	 

表 1)	 吉村、2014	 

表 1	 日常情報で取り扱うべき項目 

⏝⪅ࡢ ,' ࢻ࣮

་⒪ᶵ㛵
ㄪ⸆ᒁ

ㆤᴗ⪅

ᰤ㣴ᣦᑟኈ
ᗣ㐠ືᣦᑟኈ

デᶵ㛵

ඹ㏻ ,'
Ặྡ
ᛶู
⏕ᖺ᭶᪥

Ặྡ
ᛶู
⏕ᖺ᭶᪥
デ⒪ሗ

Ặྡ
ᛶู
⏕ᖺ᭶᪥
デሗ

Ặྡ
ᛶู
⏕ᖺ᭶᪥
ᣦᑟሗ

Ặྡ
ᛶู
⏕ᖺ᭶᪥
ㆤሗ

ᗣ⟶⌮ࢸࢫࢩ

ඹ㏻ ,'
デ⒪ሗ
デሗ
ᣦᑟሗ
ㆤሗ

',

ཧ↷

,' ࢻ࣮

㸩

㟼⬦ㄆド

࡚ࡗ

㜀ぴྍ⬟

,' 

ཧ↷

ሗࡢ

㞟

ሗࡢ

㞟

✚ࡓࡉሗࡢ

ḟ⏝

㉥ᩥᏐ㸸ಶே㆑ูሗ
㟷ᩥᏐ㸸ಶே㛵ሗ
㸧ࢱ࣮ࢹࣝࢼࢯ࣮ࣃ㸦ࠉࠉࠉࠉ

*1 SVとは、農林水産省「食事バランスガイド」におい
て料理名を基に食事の適量を判断する単位（サービン

グ数）の事。 
(農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/balance_guide/ 
より参照) 

*２消費者がインターネット上で利用するID（識別符号）

やパスワードを預かり、それを使って、消費者の代理

として複数のウェブ・サイトから情報を収集。画面上

に一括して表示するサービスのこと。	 
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