
日本の医療の現状と課題

日本の医療は，国民皆保険制度の

下，長年にわたり質の高い医療サービ

スを低コストで提供してきました．そ

の結果，我が国は，WHO（世界保健

機構）の報告では世界一の長寿国

（男女平均83歳）となり，加えて

OECD（経済協力開発機構）の報告

では日常的に介護を必要としない，自

立した生存期間を示す健康寿命と総

合的な健康達成度も世界一となってい

ます．

その一方，昨今では，少子高齢化

に伴い，日本における医療費は増加の

一途を辿っており，医療費が財政を圧

迫しかねない状況になっています

（2009年度の医療費35.3兆円のうち，

70歳以上の高齢者の医療費は44％）．

また，健康保険組合の約90％が赤字，

そして自治体病院の約90％，さらに，

私立病院の約70％が赤字である状況

に加え，地方や特定地域における専門

医不足や，諸外国に比べて予防分野

に対する取り組み不足により，高血圧

や糖尿病などの慢性疾患患者の増加

といった課題も浮き彫りになってきて

います．

こうした，日本の医療が直面してい

る課題を医療の情報化などを通じて抜

本的に改善するためには，ICTの活用

が有望視されており，特に医療機関の

連携による医療の効率化や質の向上，

そして高齢者や慢性疾患が自ら健康増

進に努め健康増進や疾病予防ができる

仕組みづくりが今後の日本の医療には

必要不可欠と考えられます．

NTT研究企画部門では，医療情報

を共有し，個人そして患者の医療・健

康に関する情報を電子的に記録する

EHR（Electronic Health Record）

と個人の生活の質（QOL: Quality of

Life）の維持や向上を目指し，生涯

にわたり健康・医療情報を自ら管理で

きる仕組みであるPHR（Persona l

Health Record）について，NTTグ

ループの各種ICTと連携しながら推進

し日本の医療への貢献に向けて取り組

んでいます．

EHR/PHRの定義と特徴

まずEHRの定義と特徴について説明

します．EHRとは医療情報ネットワー

ク化，情報共有のためのICTの仕組み

であり，個人そして患者の医療・健康

に関する情報を必要なセキュリティを

担保し，電子的に流通させる仕組みの

ことを指します．その最大の特徴は，

今まで特定の医療機関に閉じていた医

療情報を，地域における複数の医療機

関や最終的には国レベルで連携し，セ

キュアに流通しながら個人や患者のた

めに有効活用するところにあります．

さまざまな医療情報の共有が図れるこ

とで，全国どこにいても過去の自分の

病歴や既往症に応じた，無駄のない医

療・健康サービスを享受することが可

能になります．例えば，旅行先で急に

意識がなくなった場合でも，救急処置

に必要な情報（既往歴，服薬歴）を

救急隊が把握できるため，救命率の向

上や効果的な治療が可能になるといっ

た効果があげられます．また過去の検

査履歴を全国どこにいても確認できる

ことにより，重複検査や誤診断の回避

等から医療費の削減も可能になります．

次にPHRですが，個人の生活の質

の維持や向上を目的として，生涯にわ

たり健康・医療情報を蓄積し，自ら

管理できる仕組みを指します．その主

な特徴は，PHRにより蓄積した情報を

基に，個人が自分の健康状態を正確

に把握することが可能になり，自発的

な健康増進や生活習慣病予防を目指

した健康管理が促進されるといった効

果があげられます．また，PHRに蓄積

された情報を分析し活用することで，
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個人の健康状態に合わせたトレーニン

グプログラム等への適用も可能になり

ます．

また，医師の側からも状況の変化に

応じた疾病予防指導が可能になり，慢

性疾患につながる生活習慣病の予防や

重症化の予防といった効果や，重複検

査の回避，セカンドオピニオンへの活

用なども可能となります．そして多数

の医療・健康データの蓄積や疫学的な

解析を行うことにより，治療法・新薬

などの臨床研究や治験への活用など医

療の質の向上にも幅広くつなげていく

ことも期待ができます．

このようにさまざまな医療機関の医

療情報をシームレスに連携し，個人・

患者の医療健康情報を蓄積・管理そ

して分析することで医療への貢献を幅

広 く実 現 可 能 にする仕 組 みが

EHR/PHRです（図１）．

国内外のEHR/PHRの動向

まず，EHR/PHRの国外での動向

について紹介します．

海外の先進国の多くはこの５～10

年の間に国家プロジェクトとしてEHR

に関する医療情報システムの開発を進

めています．

イギリスでは2002年10月から開始

された国家プロジェクトにより，オン

ラインでの患者医療情報サマリ共有の

ほか，処方箋の電子化，診療予約，

データの二次有効活用，医師との電子

メール，医療サービス分析システム，

新生児登録システム等の多くのサービ

スが実現されています．

フランスでは2006年に医師用のIC

カードと国民用のICカードを連動させ

て，医療費の請求・支払・還付の迅

図１　EHR/PHRによる効果 
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　医療・健康情報の共有 
・個人の状態に適した医療・健康サービスを提供できる 
・担当医の交代にかかるコストを低減できる 
・病診連携により中核病院への患者の集中を回避できる 
・医師不足の過疎地でもスムーズに遠隔医療を受けられる 
・過去の診療録や服薬情報を救急医療に活用できる 

　市民本人による散在する医療・健康情報の管理 
・過去の診療履歴や健康診断情報をいつでも参照できる 
・お薬手帳を電子化することができる 
・さまざまな医療・健康情報を複合的に活用したサービスを利用できる 

 
　医療・健康情報の第三者との共有 
・全国どこでも過去の診療録に基づく適切な医療サービスを受けられる 
・重複検査の回避やセカンドオピニオンに活用できる 
・介護プランやジムでの運動プログラム策定に活用できる 
・離れて暮らす家族の健康状態を把握することができる 

　データの蓄積・疫学的解析 
・診療時に過去の症例を参考にできる 
・流行病などへの早期対策を実現できる 
・治療法・新薬などの臨床研究，治験に活用できる 
・自治体などの健康保健施策の効果を評価できる 



速化を実現しています．また，EU内

では加盟国間の医療情報システムを相

互接続する実証事業も行われています．

これらのほか，欧州各国においては国

によりアプローチは異なるものの，社

会保障の一環として医療情報が扱われ

ています．

また，米国においては2004年にブッ

シュ前大統領が2014年までにすべての

国民にEHRを実現するという目標を立

て，オバマ大統領に引き継がれた現在

も景気刺激策として，精力的にEHR

の導入を進めています．一方，個人が

医療情報を管理するPHRについては，

病院や薬局などに接続可能なPHRに

より，個人の診療や処方の履歴を自ら

管理できるようなサービスも行われて

います．こうした米国での取り組みは

医療の効率化や質の向上に加え，経済

の活性化も意識して進められています．

海外においては医療に関連する制

度が日本とは異なるため，医療情報

の管理や連携・活用の方法も含め

EHR/PHRそのものの定義や考え方が

必ずしも同じではありません．そのた

め，一概に海外と日本の状況を比較す

ることは困難ですが，EHR/PHRの推

進にあたっては，その意義や考え方な

ど学ぶべきところがあります．

次に国内での動向について紹介しま

す．EHR/PHRという表現が使われる

以前より，地域を中心とした医療情報

連携に関する実証事業などが行われて

いました．この数年の間にも，特定健

康診査・特定保健指導の義務化によ

る健診データの保管やレセプトオンラ

イン化に関する大きな動きがありま

した．

特に最近では政府のIT戦略本部

（高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部）が新たな情報通信技術戦

略行程表を発表し，その中で，どこで

もMY病院構想やシームレスな地域連

携医療の実現，レセプト情報などの活

用による医療の効率化，医療情報

データベースの活用による医薬品など

安全対策の推進，高齢者などに対す

る在宅医療・介護，見守り支援など

の推進，高齢者，障がい者などに優し

いハード・ソフトの開発・普及の行程

表で具体的な計画が示されています．

これらは直接的・間接的にEHR/PHR

を示すものであり，今後の政策も含め

た実現性の高いシステムの検討・推進

が国家レベルで期待されます（図２）．

NTTグループ内の取り組み

このような状況において，NTTグ

ループの医療健康分野への取り組みに

対しての期待や要望が今後より一層高

まると考えていますが，NTTグループ

としては，医療機関や，自治体などを

含めた多数のお客さまからの期待や要

望にこたえ，政府の戦略との歩調を合

わせながら，次世代ネットワーク

（NGN）を中心とした強みを活用し，

EHR/PHRを含めた医療・健康ICT

の推進に取り組んでいます．具体的に

は，｢つながる医療｣という観点から，

NGNと安全で信頼性の高いネットワー

ク基盤，そしてアプリケーションサー

ビスを一体的に提供し，複数の異なる

医療機関で，患者の診療情報を一元

的に参照できる｢生涯カルテ｣の提供に

向けた取り組みや，NGNとホスティン

グサービスなどのデータセンタ事業で

培ったノウハウを組み合わせ，患者の

診療情報（画像データなど）をNTT

の信頼性の高いデータセンタで保管し，

関連医療機関で共有するデータセンタ

サービスの提供に向けた取り組み，そ

して保険者や事業主に対して，その加

入者や社員全体を対象とした健康支援

サービスを提供し，個人の生涯健康管

理の実現に向けた取り組みなどを実施

しています．政府の戦略に関する取り

組みについても，日本版EHRの整備

に向けて，2008年度から厚生労働省，

総務省，経済産業省の三省連携で沖

縄県浦添市で実施されている健康情報

活用基盤事業へも一部参画し，安全

な情報流通基盤の開発実証への取り

組みを行っています．

また，NTTグループでは，社内病院

を持つ強みを活かし最新技術の開発・

検証フィールド，病院ICTモデルの

ショールームとして積極的に社内病院

のICT化にも取り組んでいます．

特に，NTT東日本関東病院は2000

年12月の新病院オープンから「NTT

のICTフラッグシップ病院」として医

療情報システムの中核となる診療録の

電子化（NTT電子カルテ）の開発・

導入を始め，さまざまな最先端のICT

技術を導入し，また，NGNによるレ

セプトオンライン請求の第１号病院と

なるなど，地域医療における社会貢献

という役割のみならず，NTTグループ

医療の効率化・質の向上へ貢献するEHR/PHR
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医療ICTビジネスの中核的役割も担っ

ています．

EHR/PHRに関する技術

■医療関連情報連携機能

前述のように，政府の戦略に基づ

き，医療情報のICT化が推進され，

大病院などでは電子カルテなどの院内

情報システム導入が進んでいますが，

全国で医療・健康情報を流通させる

までには至っていません．NTTサービ

スインテグレーション基盤研究所では，

EHR/PHRの実現がこの問題を解

決する大きな要素と考え，EHR/PHR

サービスの実現を目指した医療関連情

報連携機能の開発を行っています．医

療関連情報連携機能は，病院や薬局，

保険者，各種健康サービス事業者な

どのさまざまなサービス事業者が混在

する医療関連システムをつなぎ，それ

ぞれに散在する個人の医療・健康情報

を連携し，統合的な医療・健康サー

ビスを実現するためのEHR/PHR基盤

機能です．

最高位の個人情報である医療関連

情報を流通・連携させるためには，①

簡単な認証方式でありながら，的確な

情報登録や他者への閲覧権限の付与

（アクセス制御）やその証跡管理など

を実現する高セキュリティ認証機能，

②ＮTTグループおよび他社の既存医

療情報システムとデータ構造の共通化

および認証や情報連携を実現するシス

図２　政府の EHR/PHR 戦略 

【基本検討】 
・運営主体の整理 
・診療情報および 
　健康情報の帰属， 
　取り扱い検討 
・セキュリティレ 
　ベル検討 

【方針検討】 
・具体的方針の検討 
・モデルプランの実 
　施に向けた検討 
　（連携の対象疾病 
　決定等） 

2010 2011 2012 2013 2014 2015～ 

 出典：IT戦略本部 新たな情報通信技術戦略工程表（2010.6）より作成 

｢どこでもMY病院構想」の実現 

｢シームレスな地域連携医療」の実現 
●地域医療ネットワークの構築 

●在宅医療・介護における情報連携の推進 

【第１期サービス検討】 

【対象疾病にかかわる地域連携医療情報ネットワークの 
　　　　　　　　　　　　　構築に向けたモデルプラン実施】 
（対象疾病にかかわる地域連携医療モデルをいくつかの地域で 
具体化） 

電子的情報 
取り扱いの検討 

運営による 
導入検討 

モデル創出にかかわる調査 

【第２期サービス検討】 
運営主体・提供形態の検討 

取り扱い情報に対する 
適切なセキュリティレベルの検討 

【第１期サービス提供】 

【第２期サービス提供】 

【二次医療圏を超えた 
　　患者情報共有ネットワークの 
　　　　構築に向けたモデルプラン実施】 

【対象疾病にかかわる 
　　　　　地域連携医療モデルの確立】 
【各地におけるシームレスな 
　　地域連携医療ネットワークの実現】 

【医療・介護の連携のあり方検討】 

●遠隔医療の推進 

・遠隔医療実証事業の実施および継続・拡大，エビデンスの収集 
・懇談会などにおける遠隔医療推進方策の検討 
・医師法20条の解釈・通知の見直し検討等，インセンティブのあり方の検討 

【在宅医療・介護ネットワークの構築に向けたモデルプラン実施】 
（在宅医療・介護ネットワークの構築にかかわる情報連携 
モデルプランをいくつかの地域で実施） 

【在宅における医療介護連携モデルの実現】 

遠隔医療の普及  
実施地域の拡大 
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テム連携機能など，多くの課題を解決

する必要があります．

これらの課題を解決し，EHR/PHR

サービスを実現するため，研究所では

医療関連情報連携機能の開発を2008

年度から行っています．また，各種実

証実験などに採用していただき，運用

性やサービスの評価・検証を重ねなが

ら機能追加や改善などを行っており，

現在，以下の４つの機能を提供してい

ます．

・異なる事業者間でのユーザID連携

・医療・健康情報に適したセキュリ

ティ確保

・異なる目的・権限によるデータア

クセス制御

・事業者ごとに異なる運用の一元

管理

運用時においては，各サービス事業

者のシステムに医療関連情報連携モ

ジュールを組み込んでもらうことで，ト

ラストサークルと呼ばれる信頼関係の

構築されたネットワークに参加できる

ようになります（図３）．

次に４つの機能を実現する技術的な

ポイントを示します．

（1） 高セキュリティ機能

SAML2.0＊１，ID-WSF2.0＊２の採

用とメッセージ暗号化により，シング

ルサインオンで医療・健康情報の一元

的閲覧が可能です．

（2） ログ機能の強化（監査対応）

JAHIS（保健医療福祉情報システ

ム工業会）標準形式でのログ出力機能

を提供します．

（3） アクセス制御機能

EHR/PHRの世界では，個人の医

療・健康情報を個人で管理し，誰に

データを見せるかを個人が設定できる

ようになります．情報リテラシーの低

い方々への対応など，運用面で解決し

なければいけない課題が多く存在しま

すが，医療関連情報連携機能では親

子やかかりつけ医などユーザの人間関

係を一元管理し，個人が自身の医療・

健康情報の（病院や医師に対する）開

示先を柔軟に設定可能になります．

（4） 診療情報の流通機能

医療情報交換のためのXML標準規

約HL7（Health Level Seven）によ

り記述された診療サマリ情報の流通を

実現するほか，患者診療情報提供書

（SS-MIX：厚生労働省電子的情報交

換推進事業で標準化された仕様）準

拠のデータアクセスインタフェース仕様

を提供します．

図３　医療関連情報連携機能の活用により実現される世界 
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多様な診療録や服薬情報に基づく 
きめ細かい医療・健康サービス 

○○さんの健康情報 
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＊1 SAMＬ2.0：SAML（Security Assertion
Markup Language）標準化団体OASISに
よって策定されたIDおよびパスワードなど
の認証情報を安全に交換するためのXML
仕様．

＊2 D-WSF2.0：ID-WSF（Liberty Identity Web
Services Framework）標準化団体Liberty
Alliance Projectが策定した認証機能付き
Webサービスを展開するためのオープン標
準仕様ベースの手法．
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次に医療関連情報連携機能のシス

テム構成を示します（図４）．医療関

連情報連携機能は，緑色で示した医

療関連情報連携モジュールを各事業者

システムや認証サーバに組み込んでも

らうことで，前述の４つの技術的特徴

を実現することができる基盤機能とな

ります．各事業者システムに医療関連

情報連携モジュールを組み込む際には，

それぞれのシステムに直接組み込んで

いただくか，中間サーバ（ゲートウェ

イ）を事業者システムの前段に設けて，

そこにモジュールを組み込むことができ

ます．

今後はEHR/PHRの実現を加速さ

せるため，地域医療連携システムへの

展開，遠隔医療システムとの連携など

を検討しているほか，自治体が持つ国

民健康保険情報や住民基本台帳情報

との連携を見据えた電子行政システム

との連携，さらにはクラウド化などを

検討していく予定です．

■遠隔保健指導システム

次に遠隔保健指導システム（図５）

について紹介します．EHR/PHRの普

及には日常的にシステムを活用しても

らい，その有効性を個人，医者，国・

自治体それぞれに認識してもらうこと

が重要です．しかし，診療情報などの

医療情報を扱うだけでは，例えば診察

を受けたときだけの利用など，なかな

か日々使ってもらうことはできません．

そこで，健康情報（歩数，体重，血

圧など）を日常的に登録・閲覧しても

らうとともに有効活用してもらう仕組

みが必要となってきます．

遠隔保健指導システムは，このよう

な仕組みを実現する１つの要素として

開発したものであり，EHR/PHRの基

盤およびNTTグループ会社の健診業務

支援サーバと連携し，これらサーバへ

個人の日々の健康情報を簡便かつセ

キュアに登録できるほか，テレビ電話

端末（フレッツフォン）を使って，指

導者と対象者の間の効果的な遠隔面

談・保健指導を支援するシステムです．

2008年４月から開始された特定健

診・保健指導義務化に対応するICT

システムとして，また，山間地などの

医者不足かつ高齢化の地域において，

遠隔地の医者と住民の健康相談を行

うシステムとして活用することができ

ます．

遠隔保健指導システムを実現するた

めには，①健康情報収集・登録にお

けるユーザ負担軽減，②従来，対面で

行っていた保健指導を遠隔で効率良く

実現するための情報共有，指導フロー

や指導コンテンツ作成など，多くの課

題を解決する必要がありました．この

ような課題を解決し，現在，遠隔保健

指導システムでは，次のような技術的

特徴を提供しています．

・簡易な操作で歩数，体重，血圧

などのバイタルデータの収集・登

録（Continua Health Alliance

対応）

・画面共有機能による情報提示で，

効果的な遠隔面談・指導を実現

・産業保健スタッフの業務ノウハウ

を活用した指導フロー・コンテ

ンツ

Continua Health Allianceとは，

予防的健康管理・慢性疾患管理・高

齢者生活サポート等の利用シーンに対

し，在宅でのヘルスケアサービスを提

供していくため，個人向けのヘルスケ

ア・フィットネス機器をネットワーク

各事業者サービスAPL

各事業者サービスAPL

各事業者サービスAPL

図４　医療関連情報連携機能のシステム構成 
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へ接続し，相互互換性の高いプラット

フォームをつくるための設計ガイドライ

ンを策定する業界標準化団体であり，

NTTグループも参画し標準化に貢献

しています．研究所ではいち早く

Continua標準を採用し，各種バイタ

ルセンサからデータを取り込むドライバ

の開発や，ヘルスケア共通APIの開発

を実施し，NTTグループの各種健診業

務支援サーバとの連携を実現していま

す．遠隔保健指導システムはすでにい

くつかの自治体で採用されており，特

に公民館モデル（公民館に端末が設置

してあり，住民が週に１回公民館に集

合しデータ登録，遠隔保健指導を受け

るモデル）が好評を得ています．今後

は，社会問題となっている糖尿病をは

じめとする慢性疾患に対して遠隔でサ

ポートする遠隔疾病管理システムへの

展開や，EHR/PHR基盤との連携を

実現し，遠隔医療プラットフォームと

しての機能拡充を図っていく予定です．

今後の取り組み

EHR/PHRは，医療の効率化に加

え医療の質の向上に対して非常に有効

であると同時に，｢どこでもMY病院構

想｣や｢シームレスな地域連携医療の実

現｣といった政府の戦略の実現に向け

て有効な仕組みです．

今後は，それら「新たな情報通信技

術戦略」をはじめとした政府の戦略の

実現と日本の医療へのさらなる貢献に

向けて，グループ各社の強みを用いて

地域医療連携や遠隔医療の取り組み

を進めていきます．また，加えて電子

行政やクラウドに関する政策等とも歩

調を合わせながら，医療分野への貢献

から社会全体への貢献を目指した取り

組みも進めていきます．

（上段後列左から）佐竹 倫和/ 常川 聡

（上段前列左から）山口 聡/ 熊田 総佳

（下段左から）前田 裕二/ 石榑 康雄

医療の効率化と質の向上への貢献に向け
て，今後もEHR/PHRを含めた医療・健康
ICTの推進に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTT研究企画部門
プロデュース担当
TEL 03-5205-5391
FAX 03-5205-5853
E-mail ehr-phr ml.hco.ntt.co.jp

図５　遠隔保険指導システムのイメージ 
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