
医療費の高騰に代表される医療・

健康分野の社会的課題に対する取り

組みとして，通常ばらばらに保管さ

れている医療・健康情報をICTを利

用することで効果的・効率的に保

管・活用する仕組みが実現しつつあ

ります．ここでは，こうした医療・

健康情報の保管形態とそのメリッ

ト，国内外での取り組み状況，標準

化・相互運用性確保の動向を紹介し

ます．

医療や健康に関する情報の中には，
検査結果や処方箋など診療に直接関
係する情報をはじめ，顧客管理や会計
処理，診療報酬の請求に関するものな
ど幅広い情報が含まれます．ここでは
患者個人の医療や健康に関する記録の
電子的な保管について説明します．
医療・健康情報の保管形態はその

典型例として，EMR（Electronic
Medical Records），EHR（Electron-
ic Health Records），PHR（Personal
Health Records）の３つがあり，
EMRは「医療機関内で共有される医
療・健康記録」，EHRは 地域連携に
よって「複数の医療機関間で共有され
る医療・健康記録」，PHRは「個人
が自ら管理する医療・健康記録」と
いうのが基本的な考え方です（図１）．

現状，EMR，EHR，PHRに関す
る詳細な定義は定まっておらず，2008
年 ４ 月に米国の医療 I T 連 合会
（NAHIT: the National Alliance for
Health Information Technology）
が作成した医療IT用語の定義に関す
る報告書（1）によると，表１に示すよ
うにEMR，EHR，PHRの定義数は
全体で各々，35，99，52あり，その
うち内容が重複するものを除いた独自

の定義数は各々，26，63，36と非常
に多く存在しています．
このように，いまだ定義のコンセン

サスが得られておらず，専門家の間で
も意見が分かれている状況です．
NAHITが同報告書において提案して
いる新たな統一定義を表２に示します．

EMR，EHR，PHRを実現するこ
とによって得られるメリットはそれぞれ
異なります（図２）．
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図１　EMR，EHR，PHRの概念 
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医療機関内においてEMRにより患
者の診療情報を電子的に記録すること
で，医療機関内での情報の共有や利
活用が可能になるとともに，紙カルテ
とは異なり記録の紛失や誤読のおそれ
が少なくなり，医療の安全につながる
ことが期待できます．
さらに，EMRによる記録の電子化

が行われることに加え，医療機関外部
とネットワークにより接続されること
で，EHRが実現可能となります．
EHRが国や地域で実現されると，医
療機関間で患者の診療情報の共有が
可能となり，患者が転院等しても同じ
診療情報の閲覧によるシームレスな医

療の継続が可能となります．また，重
複検査や誤診断の早期排除により，医
療費の効率化や医療の安全につながる
と期待できます．
そして，EMRやEHRに記録される

医療・健康情報を個人が自らPHRと
して管理・活用することで，本人の健
康意識や理解の向上，生活習慣病の
予防，重症化の防止が期待されるとと
もに，個人の意思のみでセカンドオピ
ニオンやほかの診療への活用も可能と
なり，救急時を含めた医療の質の向上
や，不要な検査の削減等も期待でき
ます．
次にこれら３つの保管形態のうち，

ネットワークを活用して今後の医療・
健康分野への貢献が期待され，国内外
においても検討や構築が活発に進めら
れているEHR/PHRの動向を概説し
ます．

海外の先進諸国においてはこれまで
約10年にわたり，主に国策による
EHR/PHRのシステム構築が進められ
てきました．
イギリスでは2002年から「Con-

necting for Health」（2）と呼ばれる
電子化した記録を共有する仕組みの
実現に向けて，NHS（Na t i o n a l
Health Service）が10カ年プロジェ
クトを予算約1.2兆円（当初）で開始
しています．これにより，オンラインで
の患者情報サマリ共有のほか，処方箋
の電子化，診療予約サービス，データ
の二次有効活用，電子メール，医療
サービス分析システム，新生児登録シ
ステムなどの機能が稼働中です．
また，カナダの「Infoway」では，

国内にある受診履歴と検査結果，投
薬歴，医療画像の多くがEHRで確認
できるようになっています．
さらに，米国においては，2004年の

４月にブッシュ前大統領が「すべての
国民にEHRを（EHR for All Ameri-
cans by 2014）」という目標を設定
し，現在のオバマ大統領にも引き継が
れています．そして2009年２月17日
に可決した米国景気対策法（Ameri-
can Recovery and Reinvestment
Act of 2009）（3）では，政府関連の医
療IT推進に20億ドル（約2 000億
円），医療IT導入のインセンティブに
208億ドル（約２兆円）などの予算を
確保して，医療機関内外での情報の
共有・活用による医療の安全性や質の
向上，その結果による国民医療費の節
減を見込んでいます．また，現在のと
ころMeaningful Use （意味のある
利用）に対して補助金を出すための手
続きが進められているところです．
一方，アジア・オセアニア地域にお
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表１　医療・健康記録に関する用語

独自の定義数
／定義数全体

EMR

26 / 35

EHR

63 / 99

PHR

36 / 52

表２　NAHITが提案するEMR，EHR，PHRの定義

EMR

EHR

PHR

個人の健康・医療に関する情報を電子的に記録したもので，同一の医療組織に所
属する権限が付与された医師・その他の医療職者作成・収集・管理するもの

個人の健康・医療に関する情報を電子的に記録したもので，その作成・収集・管
理が可能な医師・その他の医療職者は同一の医療組織の所属でない場合も含む．
全国レベルの相互運用規格に準拠している

個人の健康・医療に関する情報を電子的に記録したもので，記録内容は個人が管
理し，共有範囲を決めることができる．また，複数の情報源から情報を収集でき
るように全国レベルの相互運用規格に準拠している

EMR 
（医療機関内） 

・医療機関内で患者の診療情報を電子的に管理・利用する 
・紙カルテとは異なり，記録の紛失・誤読のおそれが少な 
　くなり，医療の安全につながる 

・医療機関間で患者の診療情報を共有すること 
　で，患者が転院等してもシームレスな医療の 
　継続が可能 
・重複検査，誤診断の早期排除により，医療費 
　の削減や医療の安全につながると期待される 

・個人が自らの健康情報を管理する 
・本人の健康への関心を高め，生活 
　習慣病を予防し，重症化を防ぐ 
・セカンドオピニオンなどへの活用 
　も可能 

EHR 
（国・地域） 

ネットワーク化 

健康情報の 
登録 

PHR 
（個人） 

診療情報の 
提供 

図２　EMR，EHR，PHR のメリット 



いても，オーストラリアやニュージーラ
ンドをはじめ，中国や韓国，台湾，シ
ンガポールなどで，EHR/PHRに関連
する取り組みが進められています．

国内においては，医療・健康分野
にICTを活用する事業は以前から行わ
れていましたが，EHR/PHRのように
ネットワークを積極的に活用する議論
は，2007年の厚生労働省科学研究費
補助金「日本版EHRの実現に向けた
研究」や同年11月から経済産業省
「日本版PHRを活用した新たな健康
サービス研究会」を機に本格的に始ま
りました．2008年には，総務省・厚
生労働省・経済産業省の三省連携に
よる「健康情報活用基盤実証事業」
が３カ年で開始され，EHR/PHRの実
証事業による検討が本格化しました．
さらに，2010年６月には政府のIT戦
略本部が「新たな情報通信戦略工程
表」（4）を発表し，EHR/PHRに深く
関係する「どこでもMY病院」構想や
シームレスな地域医療連携などが記載
されています．現在のところ，本工程
表に従ってIT戦略本部のタスクフォー
スでどのような仕組みを実現するか具
体的な検討が進められています．

EHR/PHRはネットワークを活用し
た医療・健康情報の共有や活用を行
うため，標準化の活動が重要です．医
療・健康に関する情報は，疾病や薬
剤，処置などの名称のほか，検査結果
のように画像や数値，波形，テキスト
などさまざまな形式が存在します．加
えて，システム間や施設間，地域間，
国家間などで接続するためには，用
語・コード，プロトコルならびにセ

キュリティなどが統一されている必要
があり，長期に保管し活用するために
も標準化が果たす役割は極めて大きい
といえます．現在のところ，ISO
（ International Organization for
Standardization），CEN（Comité
Européen de Normalisation）など
多くの標準化団体が存在し，それぞれ
の組織においてEHR/PHRの両方にか
かわる標準化活動が行われていますが，
ここではそのうち代表的なものを紹介
します（5）．
HL7（Health Level 7）は1987年
に米国にて設立された計測データやテ
キストなどの医療情報交換の標準規約
です．日本では1998年にHL7日本支
部が設立され，現在も活動が続けられ
ています．HL7の名前の由来は，国際
標準化機構ISOの通信規格であるOSI
（ Open System Interconnection）
通信モデルの第７層であるアプリケー
ション層の規格であることからきてい
ます．この規格では，データの定義や
情報交換のタイミング，アプリケー
ションのエラー処理などを定めてい
ます．
JIRA（Japan Industrial Associ-

ation of Radiological Systems）（6）

は，社団法人日本画像医療システム
工業会のことで，1924年の設立当初
から放射線科領域において標準化や法
規制問題等に取り組んでいます．特
に，医用画像システム部会にはDICOM
（Digital Imaging and Communi-
cation in Medicine）と呼ばれる
MRIやCTなどで撮影した医用画像の
フォーマットと通信プロトコルを定義
した標準規格の開発・普及推進を行
うためのDICOM委員会が設立されて
います．
JAHIS（ Japanese Association

of Healthcare Information Sys-
tems Industry）は，保健医療福祉

情報システム工業会のことであり，関
連する技術の向上，品質および安全性
の確保に関する調査研究や普及，標準
化と普及に向けての技術的視点からの
参画，政策・制度等に関する活動を
行っています．
Continua Health Alliance（7）は，
個人の健康管理の質的向上のため健
康機器や医療機器のデジタル化促進と
通信規格の統一を目標に設立され，世
界で230を超える企業，日本では40社
を超える企業が会員になっています．
会員各社の開発する健康機器などが
Continua設計ガイドラインに従って
開発され，Continua対応の認定を受
けることで，家庭にある血圧計や体重
計などの健康機器や医療機関にある医
療機器と，これらを活用したシステム
やサービスがシームレスに連携可能に
なります．
このように，さまざまな組織で標準

化に関する活動が進められています．
日本では，2001年４月に医療情報標
準化推進協議会（HELICS: Health
Information and Communication
Standards Board）が設立され，保
健医療福祉情報の標準化活動を行う
団体間で一貫性のある活動を実現する
ために，標準化の内容と方針について
協議を行っています．HELICS協議会
は自ら標準化は行わず，日本の標準化
団体の標準規格を審査し，医療情報
標準化指針として厚生労働省に推薦
する活動を行っています．
さらに，厚生労働省では，「保健医

療情報標準化会議」にて保健医療情
報分野の標準規格として認めるべき規
格を審議しており，2010年３月31日
に８件の標準規格を「厚生労働省標
準規格」（8）として定めています．厚生
労働省標準規格は，その実装を法的
に強制するものではありませんが，標
準対応のメリットを考慮し，今後厚生
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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を踏まえ
たものと指定される予定です．

これまでに概説したとおり，標準規
格にはさまざまなものが存在しますが，
標準規格に従っていても，実際に製品
を接続すると動作しない場合が多く存
在します．このような問題を解決する
ための活動としてIHE（Integrating
the Healthcare Enterprise）とい
う活動が行われています．
IHEは1998年に北米放射線学会

（ RSNA: Radiological Society of
North America）と医療情報管理シ
ステム協会（HIMSS: Healthcare
Information and Management
Systems Society）の共同で開始し
た事業であり，その後，国際的に発展
しています．日本は2001年から参加
しており，近年，活動が活発化して
います．
IHEでは，例えば検査の依頼を出し
てから検査の結果を受け取るまでと

いった一連の作業であるワークフロー
を設定することで，どのように標準規
格を適用し情報を交換すればよいかを
明確にします．これにより，より実現
性の高い相互運用性を確保していま
す．このワークフローは統合プロファ
イル（Integration Profile）と呼ば
れ，IHEテクニカルフレームワークと
いう資料にまとめられています．
さらに，IHEはコネクタソン（Con-

nect + Marathonの略）と呼ばれる
接続テストを行い，その結果を公表す
ることで接続性に関する情報を提供す
る活動を行っています．
これらを含むIHEの一連のサイクル

を図３にまとめています（9）．相互運用
性などのITに関する問題を抱える医療
機関は，IHEによる統合プロファイル
やテクニカルフレームワークの策定，ベ
ンダによるワークショップや製品への実
装，コネクタソンの結果やIHEの対応
状況をまとめた統合宣言書を基にベン
ダ選定を行うことで，医療機器の種類
や異なるベンダの機器間においても相
互に運用が可能な情報システムが実現
されつつあります．

これまで欧米諸国でEHR/PHRの
構築が精力的に進められてきたように，
今後は日本においても「どこでもMY
病院」構想や地域医療連携が主に政
府主導で着実に進められていくと考え
られます．具体的には，診療明細書や
調剤情報をはじめ，健診情報，本人
提供用退院サマリ（入院中の記録
概要），検査データ等について標準
フォーマットが整備され，地域医療
連携等のサービスに活用される予定
です（4）．
こうした医療・健康情報の管理・活

用を行うEHR/PHRの実現に向けて
は，前述したような標準化への対応と
相互運用性の確保が必須であり，その
ための活動がより活発に行われるよう
になるでしょう．EHR/PHRが実現し
た暁には，日本の医療・健康分野に
おける飛躍的な情報活用の環境が構築
されることとなり，医療費の高騰や医
療の質などの問題に大きな効果をもた
らすことが期待できます．
NTT研究所は，医療・健康分野に

おいてもICTを活用し，お客さまに
とってより良い社会の実現に向けて技
術開発と標準化への対応を行ってい
ます．
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