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1. 背景と目的 

1.1. 背景 

「経済財政運営と改革の方針 2018(平成 30 年 6 月 15 日)閣議決定」などの各政府方針にお

いて、健康寿命の延伸が重要な課題として位置づけられており、そのための方策として、

「未来投資会議 2018」においても、個人の健康状態や服薬履歴等を本人や家族が把握、日常

生活改善や健康増進につなげる為の仕組みである PHR(Personal Health Record)の推進の必要性

が指摘されている。 

これらを受けて、平成 29 年度から予防接種情報のマイナポータルでの提供が開始されてお

り、特定健診、乳幼児健診、妊婦健診の情報及び薬剤情報等の提供についても、厚生労働省

を中心に検討が進む予定である。 

他方で、民間事業者により、これらの PHR の利活用の安全性が確保されつつ円滑に進み、

民間が収集する他の健康情報と組み合わせることで、新事業が創出するために必要な環境整

備を推進していく必要がある。 

 

1.2. 目的 

本調査事業では、国内外の官民の取組を調査することで、PHR の利活用・事業創出の推進に

関する提案を行うことを目的とする。 
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1.3. 本事業の全体像 

本事業の全体像を以下に示す。 

 

図表 1 本事業の全体像 

 

 

本事業では、国内において PHR のあり方に関する民間団体へヒアリングを行い、各論点につ

いての国内の議論の動向、課題等を把握しつつ、並行して公開情報を中心に文献調査を進め

た。 

文献調査は、書籍・雑誌・論文・市場関連レポート等の各種文献、インターネットを活用し

て収集した公開情報及び関連業界団体の対外レポート等を活用した。続いて、国内外の事業者

に対して、各論点についてのヒアリングを実施し、獲られた知見・国内の普及における課題等

を資料として取り纏める。 
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2. PHR の利活用・事業創出推進に係る調査 

2.1. 業界団体への事前ヒアリング 

2.1.1. 実施方法 

国内調査及び海外調査に先立ち、国内に存在する PHR に関する業界団体に対して、国内 PHR
事業者の現状や課題についてヒアリングを行った。ヒアリング対象は以下 2 つの団体の代表者

へ実施した。 

ヒアリング対象者 

 民間団体 A 

2019 年に設立された業界団体。PHR 流通ルールの策定によって、PHR の普及推進を目

指している。 

 民間団体 B 

2013 年に設立された業界団体。PHR に関する講演、研究発表、シンポジウムなどを実

施。 

 

2.1.2. 実施結果 

両者へのヒアリングで得られた意見を下記に記載する。 

 

（1） ビジネスモデル 

PHR 全体としては、個人、健保組合、製薬企業、薬局、行政機関、研究機関等を対象

としたビジネスが展開されている。特に近年では、個人以外を対象とした BtoB もしく

は BtoBtoC 事業が主流となっている。 

 

（2） 収益化の課題 

利用者の規模が限られていることが、現状の課題である。個人の健康リテラシーを高

め、利用者が増えればビジネスとしての規模が期待できる。 

 

（3） 交換形式 
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グローバルでは、HL7 FHIR を標準とする動きが進んでいる。国内では JAHIS が

XML(HL7 ver.3)を標準としている。コード類は、国内の普及に鑑みて、JLAC10 などを活用

していくことが良いと考えている。 

健診機関ごとの項目の違いは、日医健診標準フォーマットへ変換し、2 次元コードへ

変換する方法がある。2 次元コードで情報を取り込むメリットしては以下 3 点があり、

すでに PHR 事業者によって活用されている状況である。 

① 2 次元コードを読み込むという利用者自ら行為により情報連携が行われるため、

情報の移動が利用者の意思に基づいて行われたことを、別途同意取得などを行わ

ずに担保できる。 

② 利用者自らが基点となって情報連携を行うため、名寄せを行う必要がない。 

③ 健診(検診)機関は、健診(検診)結果報告書等の紙資料に 2 次元コードを印字すれば

アプリ等で読み取り可能な情報を受診者へ提供できるため、健診(検診)機関側の

インフラ構築の負担が少ない。 

医療機関独自の健診項目を日医の標準へ変換するツール（POST ex 等）や 2 次元コー

ドを生成する仕組みは既に存在するため、そういったツールを活用していくことも重要

となるのではないか。 

 

（4） 項目の標準化 

まずはエビデンスや専門家のコンセンサスが得られている項目から整理していくこと

が望ましいのではないか。それらを最低限 PHR に含むことを推奨する項目（コア項目）

としてはどうか。法定健診は「コア中のコア」という位置づけとなる。 

図表 2 ヒアリングで示された項目整理の例 

 

出所）ヒアリング提供資料を参考に NRI 作成 



7 

 

 

また、そういったコア項目は、民間や学会などの団体と定期的に議論しながら更新し

ていくことが望ましいと考えている。その他の項目は PHR 含むことを提案するオプショ

ン項目としてはどうか。 

また標準化に当たってはデータの種類だけでなく、流通規格、データの種類と粒度(歩
数、歩/分等）までをエビデンスに基づいて設定する必要があるのではないか。 

 

（5） セキュリティ水準 

3 省 3 ガイドラインへの対応をすべての PHR 事業者に求めるのは、事業者の負担  

が大きく、新規参入などを阻害する可能性がある。扱うデータの機微度に応じてセキュ

リティ水準を設定することが望ましいと考えている。 
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2.2. 国内調査 

2.2.1. 実施方法 

国内ヒアリングに先立ち、調査の論点を以下のように整理し、ヒアリング項目として設定し

た。 

 

図表 3 国内ヒアリングの調査項目 

 

 

また、調査対象として貴省と相談の上、以下の企業を選定した。なお、各企業の呼称につ

いて、本調査報告書では下表の呼称を用いる。 

 

図表 4 ヒアリング対象企業の概要 

本報告書に 
おける呼称 

概要 

A 社 患者向けの自己管理アプリとクラウドサービスを組み合わせたサービスを提

供。 
B 社 医療介護連携システムを構築しており、PHR としての機能も提供。 

C 社 自治体、企業・健保を主な顧客として、計測機器と健康管理サイトを活用した

健康プログラムを提供。 
D 社 健康アプリにより、PHR サービスを提供。体重、血圧、体温、歩数などのデー

タ蓄積によって溜まるポイントを提供。 
E 社 健保を対象として健診情報閲覧サービス、ポイントプラグラム等を提供 



9 

 

F 社 企業・自治体等に対して、食事・運動等のデータ保存、及びそのデータを基に

した自動アドバイスを提供。 
 

 

2.2.2. 調査結果 

（1） 収集・保有している情報 

各企業が収集・保有している情報は、①発症後の自己管理、医師とのコミュニケーション促

進、②予防・未病向け健康増進に大別され、それぞれの目的に応じて収集・保有している情報

は異なる。患者と医師のコミュニケーションの促進を利用目的とする企業では、病歴、薬剤情

報、検査情報などの医療情報を豊富に扱う場合もある。一方、②予防・未病向けの健康増進を

利用目的とする企業では、医療情報は含まず、食事、運動、睡眠などの行動情報や健診・検診

情報などの情報を扱っている。 

 

図表 5 現時点で収集・保有している情報 

 

 

（2） ビジネスモデル 

発症後の自己管理・医師とのコミュニケーション促進向けのサービスは病院・医師から利用

料を得ており、予防・未病向けは基本的に自治体・企業・健保から利用料を得ている。A 社は

製薬会社から糖尿病患者支援、臨床試験効率化という目的で利用料を得ている。今回の調査企

業の中では、現時点で製薬会社等の第三者にデータ販売をしているケースはなかった。また、

一部、個人課金している企業は存在するものの、個人からの利用料を事業の主体としている企



10 

 

業はなかった。ヒアリングにおいては、個人の健康意識は高まってはいるものの、現状では個

人からの利用料のみでは、事業としての継続性を確保するのは難しいとの声も聞かれた。 

 

図表 6 現時点でのビジネスモデル 

 

 

（3） 個人のデータダウンロード可能性 

今回のヒアリング対象 6 社では、個人がデータをダウンロード出来るようにしている企業は

なかった。そのような仕様となっている理由として、現状ではユーザーからデータのダウンロ

ードについての要望が感じられず、そのようなサービスを具備する理由がないとの声が聞かれ

た。 

また 6 社のうち、自治体を介した BtoBtoC のビジネス形態をとっている 1 社は、自治体との

契約終了時にデータを削除することが多いが、個人が希望すれば、個人契約でデータを継続的

に利用することを可能としていた。 

 

（4） 交換形式・標準化の方法 

交換形式・標準化については、それらが必要となることを想定したサービス設計をしている

事業者はいなかった。 

交換形式・標準化については、国主導で検討して欲しいという意見もあった。 

 

（5） データ連携方法 
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他社の PHR とのデータ連携方法として、API 連携を用いる企業が多かった。API 連携を用いる

企業では、他社とのデータ連携をするかどうかを、利用者がアプリ上でいつでも容易にコント

ロールできるようにするなどの配慮を行っていた。また、API 連携を行う企業を、倫理委員会

等で審議して決定するなど、慎重な選定を行っている企業もあった。 

API 連携以外では、二次元コードを利用して情報連携するケースも見られた。 

また、データ連携の傾向として、API 連携は他社のアプリから、Bluetooth は血圧計や体重計

などの計測機器から、二次元コードや OCR は紙情報からのデータ連携に用いられることが多い

ようであった。 

また、二次元コードを介してデータ連携を行う利点として、個人に情報を集約することで、

名寄せの手間をなくすこと、二次元コードを読み込むという個人自らの行為によってデータ連

携を行うことで、データ連携が個人の意思に基づいて行われていることを確実に担保できると

いった点が挙げられた。 

 

図表 7 データ連携の方法 

 

 

（6） 同意取得の方法 

サービス利用時の同意取得はもちろんのこと、情報の第三者への開示又は提供時に関しては

情報開示先ごとに個別でオプトインによる同意を取っている企業が多い。A 社のように、情報

の開示や提供を利用者本人の行為に任せることで、データの第 3 者提供において企業が同意取

得を行う必要がないようにする工夫もみられた。また、データの提供や開示について、本人が

アプリ上でコントロールを可能することで、本人がいつでも同意取得・撤回が可能にしている

企業も存在した。 

なお、今回のヒアリングでの第三者への開示又は提供とは、個人情報を利用者以外に対して

新たに開示又は提供する場合を対象とし、利用目的や匿名化の有無を区別していない。 
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図表 8 同意取得の方法 

 

 

（7） 本人確認の方法 

ログイン時の認証は、ID・パスワードによる一要素認証が主流となっていた。その理由とし

て、ユーザーの利便性の観点から、あまりに煩雑な認証機能を用いることを避けているとの意

見があった。また利用者が利用する際には、スマートフォンから閲覧を行うケースが多く、実

際の利用シーンではスマートフォンに内蔵された認証（指紋認証や PIN 番号など）を介してい

るため、アプリ上の認証を過度に強固にする必要はないとの意見もあった。 

 

図表 9 本人認証の方法 
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（8） セキュリティ水準 

発症後を対象とする事業者は 3 省 3 ガイドライン準拠、その他の企業の一部では P マークを

取得している。 

図表 10 セキュリティ水準 

 

 

（9） データ保存期間 

基本的には、永年保存を前提としている企業がほとんどであった。特に、PHR を提供する企

業では、永年保存することが重要な提供価値である、との意見もあった。 

 ただし、契約を終了した場合には、データを削除している企業が多かった。 

 

  



14 

 

2.3. 海外調査 

2.3.1. 実施方法 

書籍・雑誌・論文・市場関連リポート等の各種文献、インターネットを活用して収集した公

開情報及び関連業界団体の対外レポート等を活用して、文献調査を行った。 

また、初期の文献調査の結果を元に調査対象国をデンマーク、英国、オランダ、米国、オー

ストラリアへ絞りこみ、より詳細な調査を行った。文献調査で把握できなかった点等につい

て、現地の関係企業、関係機関へのヒアリングを実施した。 

 

2.3.2. 調査結果 

（1） プレ調査による調査対象国の絞り込み 

調査対象国を絞り込むため、医療情報の電子化が比較的進んでいると思われる北欧諸国を中

心に、EHR 及び PHR の構築度合いを評価した。結果を次頁に示す。 

なお、PHR 及び EHR の評価は以下のような基準で実施した。 

    ■PHR(患者が自身の医療･健康情報にアクセス出来る仕組み) 

◎：医療情報を患者と共有できる仕組みを全国レベルで構築済 

○：一部地域・機関で整備済み、または一部機能を実装など 

△：実証事業中または、具体的な取り組みはこれから 

■EHR(医療従事者間での情報連携の仕組み) 

◎：医療情報を医療機関同士で共有できる仕組みを全国レベルで構築済 

○：上記仕組みを一部地域・機関で整備済、または一部機能を実装など 

△：実証事業中または、具体的な取り組みはこれから 
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図表 11 北欧 16 か国の PHR 及び EHR の構築状況 

 

出所）文献調査より NRI 作成   
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    上記の 16 カ国を母集団とし、そこから、健康医療情報の電子化・情報連携の実施状況やイ

ンフラの整備状況を踏まえ、調査候補を 11 カ国に絞り込んだ。 

医療従事者間での情報連携の仕組みや患者が自身の医療･健康情報にアクセス出来る仕組み

が全国レベルで構築されているか、少なくとも一部地域・機関で整備済み、または一部機能を

実装などの具体的な取組みが見られる諸国を調査対象国の候補とした。また、実証事業中また

は、具体的な取り組みはこれからの国々は優先度を落とした。 

 

図表 12 調査対象国の絞り込みの考え方① 

 

出所）文献調査より NRI 作成    

    

次に、上記の 11 か国から、運用体制や利用者の積極的な利活用を促す仕組み等を勘案し、

調査対象国として 5 カ国を選択した。 
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図表 13 調査対象国の絞り込みの考え方② 

 

出所）文献調査より NRI 作成    

     

上記の結果を依頼者である経済産業省と協議の上、調査対象国をデンマーク、英国、オラ

ンダ、米国、オートラリアの 5 か国に決定した。 

また各国において、次頁に示す企業または公的機関へヒアリングを行った。 
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図表 14 海外調査におけるヒアリング対象 

対象国 名称 概要 

デンマーク Healthcare Denmark デンマークの医療ソリューションについて国際的な

対外活動を推進するための国により設立された官民

組織。 
 MedCom デンマークの医療部門全体にわたる医療関連データ

の交換に関する標準作成、品質保証を担う組織 
英国 NHS Wales ウェールズにおいて、近代的な患者のケアに必要な

技術とデジタル・ヘルス・サービスを提供する国家

組織 
 Patients Know Best NHS と共同で、患者に自身の健康記録への即時アク

セスを提供している PHR 事業者 
オランダ NicTiz 医療におけるデジタル情報交換に国立組織。医療に

おけるデジタル情報交換と情報標準の管理を行う。 
 MedMij PHR 事業者に対して、データ標準やセキュリティ水

準に関する審査・。認定を行う民間団体 
米国 Suquoia Project 全 50 州、約 50％の米国病院が利用する健康情報ネッ

トワーク「eHealth Exchange」を提供 
 HIMSS 情報技術の活用によって医療の質、安全性、費用対

効果等改善に関する専門知識を提供する非営利組織 
 Kaiser Permanente 39 の医療センター、および 720 の医療施設を繋ぎ、

860 万人以上の加入者に医療保健と医療情報交換サー

ビスを提供する HMO(健康維持機構) 
 CareQuality 国全体の医療情報交換についての相互互換性に関す

る標準を作成、提供する組織 
オーストラ

リア 

Digital Health Agency デジタルヘルスを管轄する公的組織。デジタルヘル

ス国家戦略を通じて国民の健康アウトカム改善を図

っている。 
 Extensia 民間 PHR 事業者。患者がリアルタイムでアクセスが

可能な共同電子カルテを提供している。 
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（2） 各国の調査結果の詳細 

文献調査及びヒアリング結果を踏まえた調査結果を次頁より記載する。なお、調査結果は

PHR のみならず、一部 EHR に関しても報告する。 
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① デンマーク 

i. 医療制度の概要 

税金を財源として運営されており、医療費は原則として無料である。「グループ 1」と

「グループ 2」と呼ばれる医療制度があり、15 歳以上の国民はいずれかを選択する必要があ

る。大多数が選択する「グループ 1」は予めかかりつけ医を登録し、その GP 経由で診療を受け

る仕組みである。医療の提供主体は、国内に 5 つある「レギオナ」と呼ばれる広域の行政機関

であり、資金の 8 割が国庫負担で、残りが「コムーネ」と呼ばれる地方自治体負担である。政府

は 2007 年に地方行政改革を行い、コムーネと呼ばれる地方自治体(市)を 271 から 98 へ整理

した。県にあたる行政機関は廃止され、その代わりに新しく複数のコムーネからなる 5 つのレギ

オナが設置された。なお、レギオナは課税権を保持していない。 

人口当たりの医師数は、日本に比し多い。(日本：1,000 人当たり医師数 2.4 人，デンマーク 4

人※) ※デンマークの最新データがある 2016 年で比較1  

デンマークの一人当たり医療費は過去 10 年間増加傾向にあり、2018 年には GDP 比

10.5％ (暫定値)で、OECD 諸国平均 8.8％を上回っている。医療費の患者自己負担比率は

13.7% （2017 年）である2。 

以上も含め、デンマークの医療制度概要については下表のようにまとめられる。 

 

図表 15 デンマークの医療制度概要 

 

出所）文献調査より NRI 作成 

 

                                                           
1 https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeId=9 
2 同上 



21 

 

ii. 国としての PHR/EHR の取り組み 

(ア) EHR に関する取り組み 

【SDN】 

医療分野の IT 化を推進する専任組織(MedCom) により、全国をカバーする Danish 
National Health Data Network（デンマーク語による名称の頭文字では SDN と呼称）が整

備され、GP、病院、薬局、在宅医療提供者等の間で情報が共有されている。 

MedCom は 1994 年に設立され、保健省とレギオナにより運営され、GP、病院、薬

局、医療分野の専門家の間での電子通信および情報共有の標準化を促進している。 

SDN は、政府やコムーネの機関だけでなく、民間のソフトウェア会社や医療用品を販

売する企業など、様々な組織が協力しながら機能拡張等が現在も進められている。 

2017 年時点では、GP の 100%が電子カルテ を導入、98%が電子的に情報を交換してお

り、99%の処方箋が電子化されて薬局に送付され、紹介状の 97%が電子化されている 。
医療サービスの提供主体であるレギオナ単位で診療履歴を集約し、また全国規模で処方

履歴を集約する仕組みが構築されており、これらの情報をポータルサイトである 
sundhed.dk から患者や担当医が参照する仕組みである。（sundhed.dk の詳細は後述。） 

 

図表 16 デンマーク医療情報連携概念図 

 

             出所) Ministry of Health 

 

下記に、システム構成の概念図を示す。病院のデータ「E-Journal」と家庭医からのデ

ータ「P-Journal」を集約した DB を、ポータルサイトである sundhed.dk から閲覧する形
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である。また下記には記載がないが、処方情報を集約した「Shared Medication Recor
（SMR）」という DB も別途あり、その情報も sundhed.dk から閲覧出来るようになって

いる。 

 

図表 17 デンマーク医療情報連携システム構成図 

 

出所）MedCom 資料 

 

(イ) PHR に関する取り組み 

【Sundhed.dk】 

Sundhed.dk は保健省によって設立された患者ポータルであり、全国規模の PHR プラ

ットフォームである。 

ユーザー名として CPR 番号と自己選択パスワードを入力した後、ユーザーは NEM-ID
と呼ばれる追加の 6 桁のセキュリティ番号の入力を求められる。NEM‐ID とは、銀行、

公的機関などのオンラインポータルで使用されている本人確認の仕組みである。NEM‐

ID は、CPR を有する 15 歳以上の市民およびデンマークに短期滞在(3 ヶ月以上)する外国

企業の駐在員、移民などを対象に発行される。市民は、本人が銀行や地方自治体に出向

くか、またはオンラインにて身分証明としてパスポート番号を提出することで、NEM-
ID を取得することができる。 
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医療従事者及び患者・市民は、この NEM-ID を使って、sundhed.dk にログインするこ

とになる。ログインすると、自分の医療記録、薬歴、検査結果、病院訪問、GP での予

約の予約、処方の更新、および薬のデータ等が過去にさかのぼって閲覧でき、また登録

した家族や第三者とも情報共有できる。そのほか、病院や保険、ヘルスケア・アプリな

ど、医療や健康管理に関する様々な情報が提供される。 

 

【The doctor in the pocket】 

Min Læge (My Doctor) は、デンマーク保健省と医師会の協力のもと開発された、医療

データへのモバイルアクセスを提供するアプリである。 

「My Doctor」は、すべての市民が医師と簡単に連絡を取り、かかりつけ医の連絡先

と場所、かかりつけ医の予約、処方薬と薬、紹介と予防接種、診断と検査結果に関する

さまざまな情報にアクセスできるようにするアプリである。COPD および糖尿病のケア

プランや、予防接種、予約などに関するリマインダーも提供している。 

「My Doctor」アプリは、デンマークの保健省が 2018 年に発表した「デジタル健康戦

略 2018-2022」のなかで、注力分野の一つとされた「The Doctor in your pocket-一般診療

における市民向けアプリ3」に基づいており、2018 年春に保健省とレギオナ、財務省な

どと協力してリリースされた。また、その開発については、保健省と医師会は密接に協

力してきた。ユーザーはインストール時に同意を求められ、本人の情報は、同意が得ら

れたときにのみ医師の IT システムから取得される。ユーザーは、アプリを使用したく

ない場合に同意を削除するオプションもある。将来的には、医師の予約時間、子供の情

報、医師とのオンライン相談、親族(のデータ）へのアクセスなどの機能も含まれる予

定である。 

 

図表 18 My Doctor 

 
出所）My Doctor 関連公開情報より 

                                                           
3 Digital Health Strategy 2018-2022 https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/diverse/download P26 
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【Health Denmark】 

デンマークでは、医療関連の対外広報も充実しており、公的な専任組織の

「Healthcare Denmark」が設置されている。Healthcare Denmark は、自らのホームページ

で、医療健康分野の様々な企業のプロファイルを公開している。いくつかのジャンルに

分けているが、PHR 関連分野としては、「Connected Health」分野が該当し、そこには

79 社が掲載されている。 

 

図表 19 Healthcare Denmark の企業紹介ページ 

 

             出所）Healthcare Denmark   

 

iii. 民間 PHR 事業者の事例 

【Aidcube】 

Aidcube 社は、慢性疾患患者の在宅リハビリテーションのための Homerehab というデ

ジタルサポートツールを開発している。 Homerehab は、COPD、心臓病、糖尿病のリハ

ビリテーションに関する国際ガイドラインに基づいて開発されており。大きくは次の 2
つの目標を達成するとしている。 
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 定期的に運動するように支援し、動機づけることにより、患者の自立を促

す。  

 疾患固有のアルゴリズムに基づいて、医療従事者に早期警告を提供すること

により、入院と再入院を防ぐ。 

コペンハーゲン地域のある市では、COPD 患者の身体活動レベルを維持し、再入院を

防ぐために Homerehab を使用するなど、自治体での利用事例も増えている。 

デンマークでは慢性疾患の中でも COPD(chronic obstructive pulmonary disease;慢性閉塞

性肺疾患)の患者に対する再入院防止のリハビリが特に重要な課題として取り組まれて

いる。 

 

【E-Kvit】 

E-kvit は、デンマークの薬局協会、デンマークの癌協会、国立衛生委員会、コペンハー

ゲン市の間で共同開発された成人向け禁煙支援アプリである。ユーザーがたばこの消費量

を削減したい場合や、禁煙中に身体に何が起こるかについて、ユーザーに最新情報を提供

する。ユーザーの全体的な健康データ、医療記録といくつかのデータの組み合わせた情報

により、ユーザーに対し個人的なメッセージ、エクササイズ、ビデオを提供して、禁煙を

支援する。 

E-kvit は、ブログを介して他の人と禁煙についての経験談を交換できるプラットフォー

ムも提供しており、2017 年時点で約 30,000 人が E-kvit にサインアップしている。 

 

図表 20 E-Kvit の画面イメージ 
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出所）同社公開資料より NRI 作成 

 

【Monsenso】 

民間企業である MONSENSO はメンタルヘルスに特化した、患者と医療従事者及びケア

提供者間の情報共有ツールを提供している。Monsenso の mHealth ソリューションは、健

康関連データを収集して臨床医と共有することにより、精神障害のある個人の治療に活用

している。また、患者のセルフケアをサポートするとともに、介護者との情報共有も支援

している。Monsenso の mHealth ソリューションは、3 つのコンポーネントで構成されてい

る。 

 個人向けスマホアプリ 

 介護者向けスマホアプリ 

 全てのユーザー向け Web ポータル 

 

図表 21  Monsenso のサービス概要 
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出所）同社公開情報より NRI 作成 

 

【OpenTeleHealth】 

OpenTeleHealth は慢性疾患を抱える患者と医師の間の情報交換を促進するモニタリング

プラットフォームである。OpenTelehealth は、アプリと広範な医療測定デバイスを使用し

て、患者の在宅でのバイタルデータ測定とクラウドベースの遠隔監視を可能とするプラッ

トフォームである。糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、高血圧、喘息、妊娠、うっ血性心不全

（CHF）のユーザーの遠隔モニタリングに使用されている。 

このプラットフォームは、臨床医及び患者向けの Web ポータル、システムに接続され

た医療機器、IHE-XDS を備えた中央データリポジトリ、HL7-CDA、および関連組織間の安全

なデータ交換のための REST インターフェイスから構成されている。 

OpenTelehealth は、ユーザー個人が同意した場合にのみ、その個人情報を収集、処理、

共有することになっている。デンマーク政府は、COPD についてこのプラットフォームの

活用を検討している。その後、妊娠と CHF 向けの計画がある模様である。 

 

【eCareCompanion】 

eCareCompanion は Philips が Salesforce と共同開発した、患者の遠隔モニタリングのため

の PHR プラットフォーム（SaaS）である。salesforce.com がサポートする HealthSuite は、

オープンなクラウドベースのプラットフォームであり、医療記録、画像化、監視データ、

個人のデバイスや技術など、複数のソースから臨床およびその他の電子健康データを収

集、コンパイル、分析を行う。Platform-as-a-Service（従量制）として提供される

eCareCompanion アプリは、患者ポータルとして機能し、患者の自己管理をサポートする。 
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アプリにはタブレットからアクセスし、患者は、自分の健康に関する質問への回答、自

宅の体重計、パルスオキシメーター、血圧計などの医療機器を使った測定の記録、自分の

ケアチームとのコミュニケーションなどができるとしている。FHIR、HL7、および IHE プロ

ファイルを介して、アプリと上記の計測デバイス間の連携を実現している。 

 

【その他の事例】 

以下に上記を含めた PHR 事例の一覧を次頁示す。日本のように、バイタルデータや血糖

値、体重などの日常的なデータを扱う事業者も多いが、EHR の整備が進んでいることもあ

り。医療情報を活用している事例が多いのが特徴である。 
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図表 22 デンマークにおける民間 PHR 事業者の事例 
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iv. 各論点に関する状況 

(ア) 先進的な事業創出（民間事業者のビジネスモデル） 

公的な患者ポータルが整備されており、医療関連のデータはそうしたツールを使いつ

つ、民間のモバイルアプリが併用していると考えられる。こうした民間の PHR ソリュ

ーションの傾向としては、禁煙や、生活習慣病など、ある疾病にフォーカスした患者の

自己管理アプリが立ち上がりつつある。在宅での状態を医師と共有するタイプもある。

医療機関受診時以外の患者のバイタルデータを測定するため、測定機器メーカーと提携

して事例が目立つ。 

また、ヒアリングにおける Medcom のコメントによれば、実際には Apple Health のよ

うな、患者がウェアラブル機器から情報を収集し、それらを健康記録に保管することを

可能にする PHR アプリケーションはほとんど市場にないとのことであり、主流は医療

機関の情報への患者によるアクセスや医師との共有を可能とするものであると考えられ

る。 

 

(イ) 事業者間の相互運用性の確保 

MedCom が、健康情報の交換のための標準を定義している。前述の公的 EHR である

SDN は HL7 に準拠している。また、医療機関は、市場から独自のシステムを取得し利用

できるが、SDN と連携できるよう、HL7 標準に準拠したものでなければならない。 

臨床の記録および報告には、SNOMED CT を使用している。SNOMED CT は、臨床所

見、症状、診断、処置、身体構造、微生物および他の病因、物質、医薬品、機器および

検体など、電子カルテ用の中核的な一般用語を定義している。SNOMED CT は、相互運

用可能な電子カルテ情報の基本であり、様々な専門分野および治療の部位における臨床

データを保管、検索、集計するための一元的手段を提供している。 

その他、画像については DICOM、また疾病分類や医療用語集として ICD10、ICPC、
Snomed CT などの標準が定められている。また、MedCom によると HL7 FHIR についても

検討中とのことである 。 

しかし、Medcom によれば、実際にはデンマークの多くのベンダーがそれぞれ異なる

標準を使用しており、共通の国際標準を使用させることが困難な状況にあるというのが

実情のようである。 

 

(ウ) 同意・本人認証の方法やセキュリティ 

公的な PHR に相当する Sundhed.dk では、患者が閲覧し、他の個人または医師または

診療所にアクセス権を付与することができるよう、アクセス制限の対策が講じられてい
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る。また患者が家族や近親者と自身の健康記録を共有し、電子健康情報へのアクセスを

提供するための仕組みについては、現在検討が進められている。 

個人の認証には、前述の Nem-ID が使用されている。 

Medcom によると、医療従事者が電子カルテにアクセスするためには、患者のカルテ

をすべて閲覧できる個人証明書を保持していなければならない。システムへのアクセス

に必要な証明書は 2 種類あり、１つは医師の個人証明書で、もう 1 つはアクセス制限付

きのベンダー別の証明書である。 

 

(エ) データの保存期間 

健康・検診情報は最低でも 10 年間保存されるが、場合によっては最低保存期間が 5
年の場合もある。 
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② 英国 

i. 医療制度の概要 

NHS(National Health Service)と呼ばれる国民皆保健サービスを政府が提供しており、イ

ングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドに分割され運営されてい

る。国民は、いずれかの診療所を選択し、かかりつけ医(GP: General Practitioner)を登録

することになっており、原則として、登録した GP のプライマリケアを受けることとな

る。NHS は、GP から構成される CCG(Clinical Commission Group)により運営されている。

CCG は地域レベルで構成され、イギリスには 200 程度存在する。 

原則として自己負担は一切ない。すべて税財源で賄っている。民間保険には国民の約

10%が加入しており、様々な保険商品が用意されている。民間保険への加入率は毎年増

加傾向にある 。 

近年は移民の増加と高齢化に伴い、NHS システムが今後何年維持できるのか不安の声

が頻繁に上がっている。医療費財源は変わらないままであるが、患者の数が増えてお

り、医師の過労や医師への報酬の低下が問題視されている。 

各エリアに配属される医師は General Practitioner（GP）と呼ばれ、基本的に国の評価

基準で担当した患者数や患者のフィードバックをもとにスコアがつけられ報酬が決ま

る 。基本的に自宅近くの GP を優先的に予約して、診察を受けることになっているが、

人気の医者のもとに遠方から通うということも可能である。しかし、人気の医者の場合

は数か月先まで予約が埋まっているということもある。報酬も一定の患者数で頭打ちに

なるため、人気の医師は独立して診療所を開き、高いフィーを請求するというトレンド

があり、GP の質の低下が問題視されている。中上級階級以上の国民は近年、サービス

の質が高い民間の医療機関を使用する傾向がある。 

 

ii. 国としての PHR/EHR の取り組み 

(ア) EHR に関する取り組み 

【NHS Digital による Summary Care Record(SCR)】 

 次項で紹介する Summary Care Record(SCR)が EHR としての役割を果たしている。 

(イ) PHR に関する取り組み 

【NHS Digital による Summary Care Record(SCR)】 

2008 年に National Health Service (NHS)の主導により、GP 記録情報のプラットフォーム

として Summary Care Record (SCR)が導入された。SCR は GP が自身の患者の情報を登録し

て、夜間や緊急時に他の医師や看護師がアクセスすることができるサービスである。ま
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た、GP 記録情報には患者が直接オンラインでアクセスできる。各 GP は、実装を個別に

行ない、患者は GP を経由してこれらのオンラインシステムにアクセスすることができ

るようになった。 

2018 年、SCR の範囲は、長期的な健康状態、関連する病歴およびケアに関する情報も

含むように強化され EHR から PHR へ進化を遂げた。 

医療従事者や薬剤師が“Smart Card”という ID カードと PIN コードを提示の上、NHS
の保護されたネットワークにログインされている機器を使い Spine Web Portal という国

の用意したネットワークを通じてアクセスできる。 

 

iii. 民間 PHR 事業者の事例 

【Patients Know Best】 

Patients Know Best（PKB）は、医療機関ではなく患者をシステムの中核に据えた、新

たなコンセプトの PHR サービスを提供している。英国での従来の PHR は医療機関が共

有・管理する医療データへのアクセスを患者に与えるだけのものが多かったが、PKB は

情報管理・発信の中心的存在として患者を据えている。 

具体的には、患者はシステムが様々なソースから集約した自身の医療データを閲覧・

管理できるだけでなく、ウェアラブルデバイスから取得したバイタルデータをポータル

にアップロードし、かかりつけ医や他の GP と共有することができる。同社のサービス

は世界初の Consent Engine をポータルに組み込むことで、患者は医療データ、バイタル

データを共有する際に非常に詳細なレベルで情報共有対象、範囲をカスタマイズ可能で

ある。2011 年の創設以来、イングランドの医療機関及び患者による利用が主であった

が、2017 年には NHS Wales とパートナーシップを締結しており、同サービスの利用は

拡大している。 

ビジネスモデルについては当初は医療機関の個々の部門に接触して、オンライン診

察、ケアプラン共有、遠隔モニタリング、オンラインでの記録共有によって患者をひき

つけるためのシステムを提供するという定額制のモデルを提供した。しかし、その後、

ビジネスモデルを変更し、ひとつの部門だけに集中するのではなく、病院全体あるいは

地理的地域全体そして政府との契約を対象として、総合的に支援を行うモデルになって

いる。 

PKB のデータは一生保管され、患者は世界中どこからでもこれを取り出して、ケアを

受けたり、データを共有したりすることができる。 

 

【Babylon Health 】 
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2018 年に Babylon Health 社が開発した「Health Check」アプリは、80 の疾患をカバー

し、健康を維持するためのアドバイスを提供する。利用者は生活習慣や家族歴に関する

質問に 3 つのカテゴリー(活動、栄養、気分)において回答する。 

このアプリは Digital Twin と呼ばれる健康レポートを作成することができる。この健

康レポートを介して、ユーザーの現在および将来の一般的な疾患のリスクを予測するこ

とが可能になる。 

 

図表 23 Babylon Health のイメージ図 

 
出所）Babylon ホームページ 

 
 

【Medopad】 

Medopad は 2011 年に英国のヘルステクノロジーベンチャーが開発したアプリで、医療

機関、モバイル機器、患者用ウェアラブルからの健康データを統合し、機械学習とビッグ

データ解析を利用して、慢性疾患の予測と管理を行う。ユーザー年齢制限は 18 歳以上。

利用者は臨床検査結果、画像、臨床上の注意、遺伝情報、およびプライマリケアデータ(症
状、体温)が閲覧できる。 

 

図表 24 Medopad のイメージ図と UX 
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出所）Medopad ホームページ 

 

【My Diabetes My Way】 

My Diabetes My Way’ （MDMW）は、2008 年から NHS スコットランドで運営されてい

る、糖尿病患者とその家族、友人、介護者向けのインタラクティブな Web サイトおよび

スマートフォンアプリである。信頼性の高い正確な情報とリソースを提供して、病態をよ

り効果的に管理するのに役立つとされる。 

MDMW は無料で糖尿病患者が利用できる。糖尿病に関する情報を含むリーフレット、

ビデオ、教育ツール、及びゲームにアクセスでき、ウェブサイトを使用して、自分の糖尿

病クリニックの結果を更新し、家族などと共有することができる。 

MDMW は、NHS Digital の標準およびガイドライン（Open API ポリシー）を使用して、

PHR 関連アプリケーションの開発を促進し、医療機関間の安全な情報交換を促進してい

る。 

 
図表 25  MDMW のユーザーインターフェース 
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出所）My Diabetes My Way ホームページ 

 
 

【Graphnet Health Inc】 

Graphnet Health は 1995 年に設立された英国最大の NHS への統合ヘルスケアレコードソ

リューション提供会社であり、様々なヘルスケアソリューションを英国向けに開発してき

ている。 

myCareCentric は Graphnet が提供するデジタル健康管理ソリューションであり、モバイ

ルアプリを介した患者ポータル、統合されたデジタル情報、ソーシャルネットワーキン

グ、ウェアラブルテクノロジー、臨床コミュニケーションとワークフロー、データ分析ツ

ールの組み合わせにより構成されている。すべての患者情報を 1 つの記録にまとめること

で機能し、関連するコミュニティ全体でも共有できる。このアプリは、睡眠パターン、運

動、心拍数、体温、皮膚反応などのデータを記録し、機械学習を使用して有害な事象の発

生を予測することもできる。 

CareCentric は Graphnet の提供する EHR 共有ソリューションである。英国内の EHR デー

タを単一のレコードに収集する。すでに 45 を超える CCG が参加している。このソフトウ

ェアには、モバイルアプリケーションを通じて臨床医と患者の両方がアクセスできる。 

健康データ及び関連する情報は、NHS が提供するデータセキュリティと認証の基準に従

って、患者の同意により収集、保存、共有されている。 

 

図表 26  myCareCentric epilepsy のユーザーインターフェース 
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出所）myCareCentric epilepsy ホームページ 

 

【その他の事例】 

以下に上記を含めた民間 PHR 事例の一覧を次頁にて示す。 

 



38 

 

図表 27 英国における PHR 事業者の事例 

 

出所）文献調査等を元に NRI 作成 

 



39 

 

iv. 各論点に関する状況 

(ア) 先進的な事業創出（民間事業者のビジネスモデル） 

日本と同様に、個人向け、法人向けの PHR サービスが存在するが、主要な収益源は

公的機関、医療機関などである。 

NHS wales のコメントによれば、英国には慢性疾患自己管理アプリを使用している人

は実際には非常に少なく、広く普及している段階ではないとのことであった。 

また、政府は多くの医療機関が EHR や PHR に係るシステム実装ができるよう多額の

追加資金を提供している。データを電子的に収集・共有するためのシステム整備を行う

GP に対して補助金を提供している。その補助金の一部が医療機関による PHR 事業者へ

の投資につながっていると考えられ、PHR 事業の普及策の一つと捉えられる。 

 

(イ) 事業者間の相互運用性の確保 

民間事業者である前述の PKB では、患者が API を使って他の PHR アプリ間の切り替え

ができるよう対応している。標準としては、PKB は HL7 FHIR に準拠している。 

 

(ウ) 同意・本人認証の方法やセキュリティ 

NHS digital が PHR に関する規制、本人確認の標準、セキュリティに係る基準、サービ

ス設計、ユーザビリティに係る標準の規定を策定している。 

公的 PHR においては、患者以外には臨床医のみが患者記録へのアクセス権を与えら

れており、家族にも記録へのアクセスは許可されない。NHS は、患者記録にアクセスを

した人を追跡しており、患者から要望があった場合、この情報は患者と共有される。 

子供の場合、親にアクセス権が与えられる。痴呆症患者の場合、委任権者あるいは家

族の同意が必要である。また、緊急の場合、治療のために情報が必要で、その患者が同

意を与えられるような状態でない場合には、医師に情報が提供され、回復後に患者はそ

の旨の報告を受ける。 

患者は、常に健康記録あるいはデータ共有を断ることができるが、医療記録は法的に

一定期間維持されることになっており、データ保管を断ることはできない。  

なお、民間事業者である前述の PKB では健康記録を全般的な健康、性（生殖）的健

康、精神的健康、公的介護の４つに分割し、それぞれデータはこれらの誰と共有するか

を自ら管理することができる仕様となっている。 
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(エ) データの保存期間 

通常、患者記録は少なくとも 8 年間保管されるが、妊娠データの場合は 28 年間、放

射線は 20 年間等保管する。 
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③ オランダ 

i. 医療制度の概要 

医療保険制度は国民皆保険であり、民間保険会社が国の規制を受けて定められた水準

の保険を提供する形態である。保険会社は、大手が 4 社、小規模企業は 6 社存在してお

り、民間であるが非営利で運営されている。医療の水準は高く、スウェーデンの民間医

療調査機関ヘルス・コンシューマー・パワーハウスが発表している「Euro Health 
Consumer Index 」によると、2016 年も欧州 30 数ヵ国の医療制度のうち、オランダが第

1 位に評価されている。人口約 1700 万人に対して、90 の病院と 5000 の GP、2000 の薬

局が存在し、これらはすべて民間で運営されている。医療費は年間 700 億ユーロであ

り、GDP の 10%を占めている。 

以下に医療制度の概要を示す。 

 

図表 28 オランダの医療制度の概要 

 
出所）文献調査を元に NRI 作成 

 

ii. 国としての PHR/EHR の取り組み 
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(ア) EHR に関する取り組み 

【LSP】 

医療機関内の電子化については、電子カルテの普及率は既に 100%に近くかなり進ん

でおり、現在は医療機関同士の情報共有、すなわち EHR の構築に取り組んでいる。 

具体的には医療情報交換のナショナルスイッチポイントである LSP(オランダ語の頭文

字)を構築した。同意の方法もオプトイン方式とし、患者情報の蓄積は行わず、医療機

関等に保存されたデータへのアクセスする形式とし、そのアクセスログを患者自身が確

認できる仕組みとした。現在は、約 1700 万人のオランダ国民の内、約 1400 万人が自身

の医療情報を医療従事者間で共有することに同意しており、医療従事者間での医療情報

交換はかなり進んできている。 

 

(イ) PHR に関する取り組み 

【MedMij】 

医療機関と患者間の情報共有に向けた PHR の枠組み構築が民間主導で進められてお

り、「MedMij：メッドマイ」プロジェクトとして推進されている。 

MedMij は、国民が様々の PHR サービスから自分に合ったものを安心して自由に選べ

ることを目指しており、その実現のため、PHR サービスに求められる標準やセキュリテ

ィも含めた総合的な認証を行っている。 

PHR サービスを提供する事業者は、MedMij に審査を依頼し、認定を受けることで

MedMij のラベルを使うことが出来、自社が安全かつ信頼性の高い健康データを交換で

きることを MedMij に認定された機関であること表示することが出来る。 

 

図表 29  MedMij のラベル 

 

出所）MedMij ホームぺージより引用 
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MedMij は、患者会と医療従事者の 50%ずつで形成される理事会によって意思決定を

行っており、IT ベンダーは標準や相互互換性の仕様の実現性について理事会へ意見する

ことができる。職員は 15~20 人程度。標準化や認証の実務は、外部団体へ委託してお

り、MedMij では標準の決定や認証までのステップを決定している。標準策定にあたっ

ては、IT に精通したマネージャーが、IT ベンダーの意見に流されすぎないよう厳しく管

理を行ってきた。標準の内容は HP で閲覧可、信頼性のある長期的な団体とするため、

ブランディングにも力を入れている。 

MedMij 認定を取得するためには、以下の 5 つの審査がある。Nictiz や VZVZ も審査に

参加し、最終的に監査人から監査レポートが MedMij に提出され、最終的な認定の判断

がなされる。 

 NEN7510(医療情報を取り扱う組織のセキュリティ水準)等への準拠 

 ペネトレーションテストへの合格 

 Code Review‘(ソースコードバリデーション) 

 Nictiz による標準・相互互換性に関する仕様への準拠(詳細は後述) 

 その他の要件(医療情報を販売しない、等) 

MedMij 認証を取得するためのシステム整備に、約 15 万ユーロ程度の費用が掛かると

言われている。また、申請から認証取得までの期間は 9-12 カ月程度である。 

なお、現状は MedMij 認定を取得しているのは、PHR サービス事業者 24 社と数社の医

療機関のみである。またこの 24 社に対しては、MedMij が自ら MedMij 準拠のためのシ

ステム整備に補助金を提供している。よって、MedMij にとっては、今後、多くの企業

が自発的に MedMij 標準の取得する状況まで普及を進めることが課題となっている。 

 

iii. 民間 PHR 事業者の事例 

【Drimpy】 

Drimpy は、医療データをファイル保存し、ケアネットワーク内のすべての人々を連携さ

せる PHR プラットフォーム。アプリとウェアラブル端末、および医療機器がリンクしてお

り、現在のユーザー数は約 2500 人。 同社の PHR は MedMij 基準に準拠している。PC、ス

マートフォン、タブレット端末から利用できる。自分の診療データや服薬データ、画像デー

タなどをファイル形式で保存、閲覧が可能となる。医療従事者やケア提供者、リハビリ提供

者、家族、友人など、利用者が自身のデータを共有したいメンバーを決定し、設定できる。 

通常のベーシック利用は無料。より上位のプレミアムサービスは月額 2 ユーロ。健康デー

タの記憶容量 ベーシック：5GB プレミアム：100GB またプレミアムでは、患者、利用
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者が血圧など、定常的に収集したいデータを設定すると、計測データが自動的に DRIMPY に

連携される。またプレミアムサービスでは、データに基づくアラート機能も提供される。 

 

【Quli】 

PHR サービスプラットフォームであり、主な機能は次の通り 

 オンライン診療予約 

 医療プロフェッショナルへの相談・ビデオ診察 

 ヘルスケアサービス提供者とのチャット機能 

 服薬情報 

 日記機能、健康に関するアドバイス、個人測定データの連携 など 

利用者への課金は無し。主な顧客セグメントは医療機関であり、定額制のサービス料金

としている。 

Medmij 基準に適合しており、個人情報保護の NEN7510 にも対応している。 

 

【その他の事例】 

オランダにおける民間 PHR 事業者の事例を次頁に示す。 
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図表 30   オランダにおける民間 PHR 事業者の事例 

 

出所）文献調査を元に NRI 作成 
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iv. 各論点に関する状況 

(ア) 先進的な事業創出（民間事業者のビジネスモデル） 

オランダでは消費者・患者向け、病院などに課金の両方のモデルがある。ただし、消

費者向けの場合、一般サービスでは課金せず、一部の追加機能を提供するプレミアムサ

ービスのみで課金モデルに留まっている。 

PHR としては、体重など自己測定情報の管理を行うものも存在するが、医療情報を医

療機関と連携して閲覧可能とするものが主流のようである。 

政府は、医療機関に対して、医療情報への患者アクセスを確保するためのシステム投

資へ補助金と提供している。具体的にはシステム投資により医療情報にアクセス可能と

した患者一人あたり 7.5 ユーロを提供している。これが PHR 事業者への投資につながっ

ていると考えられる。 

また、オランダでは患者が医療情報へのアクセスを要求した場合に医療従事者がそれ

に対応する義務がある。医療従事者としては、PHR のシステムにより、患者がいつでも

アクセスできる環境を提供することで、その義務を効率的かつ適切に果たすことができ

るというインセンティブがある。 

 

(イ) 事業者間の相互運用性の確保 

医療情報の標準化・相互互換性については、国立医療 ICT 研究所(Nictiz)が主体となっ

て推進している。Nictiz は、デジタルケアを管轄する EU 加盟国の当局による自発的な

会議体である eHealth Network に参画し、相互互換性に関する整備を進めている。オラ

ンダ国内だけでなく EU 加盟国との相互互換性を確保することを意図しており、HL7 
FHIR にも準拠し、オランダ国内で認証された標準・相互互換性が国外でも有効に運用で

きるよう、ビジネス輸出を意識した取り組みとなっている。eHealth Network では、以

下のようなフレームワーク(Refined eHealth European Interoperability Framework:ReEIF) で
相互互換性の整備を進めており、Nictiz もこれに沿った形で国内の整備を進めている。

ReEIF のフレームワークでは、医療情報交換に関係する組織間で、法的やガイドライン

の整理や協力に関する合意をした上で、ケアプロセスやデータモデル(概念と可能な

値)、インポート及びエクスポートの仕様、通信規格について、相互互換性の確保を図

っていく流れになっている。 

Nictiz は、HL7 FHIR に加え、情報共有のための FHIR API、臨床記録の文書化構造を指定

する HL7 CDA (臨床記録アーキテクチャー)標準に準拠している。 

Nictiz が作成した標準や相互互換性への準拠は MedMij の認定要件になっており。

MedMij の認定ロゴを有する IT ベンダーは、これらを満たしていることが外部にアピー

ルできるようになっている。 
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なお、法令により、本人が個人情報へのアクセスやそのコピーの取得を求めた場合

は、情報の管理者すなわち PHR 事業者はそれに応じなければならないことが法令で義

務付けられている。実際、PHR 事業者の一つである Quli 社のアプリでは、PHR の情報を

PDF で出力できるようになっている。 

 
図表 31 eHealth Network における相互互換性に関するフレームワーク 

 
出所）eHealth Network 公開資料を元に NRI 作成 

 

(ウ) 同意・本人認証の方法やセキュリティ 

公的 EHR である LSP においては、患者の同意を得るには二つ方法がある。ひとつは、

治療時に一般開業医と薬剤師が医療データ共有許可を患者に求める。もうひとつは、患

者が DigiD を用いて国民ポータルである www.volgjezorg.nl にオンライン接続して許可を

与えるか、あるいは、許可書式に記入し一般開業医や薬剤師にそれを本人が直接提出す

る。なお、患者は、www.volgjezorg.nl 上で誰がいつデータにアクセスしたのかがわかる

情報の概要を閲覧または要求できる。  

同意は、オプトインで、十分な情報が与えられ、どの医療従事者に、どの情報が提供

されるかをそれぞれ特定して行う必要がある。また、同意はいつでも撤回が可能であ

る。同意取得を含め、個人情報の取扱いに関しては、民間団体である VZVZ がコールセ
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ンターを設置しており、情報の取扱いについて、患者が申し立てをすることができる。

その際は法務担当者が、内容を検討し、必要な場合、警察に通報する。 

本人認証については、MedMij 認定要件として、2 要素以上の認証が求められてい

る。しかし、ID,パスワード等の利用について一定のルールはない。一方、オランダでは

全国民に国民 ID である BSN が発行されている。さらに、BSN を使った個人認証サービ

スである DigiD が提供されている。この DigiD の ID をログインに利用しているもの PHR
事業者も存在する。なお、EHR である LSP に医療従事者がアクセスする際には、 医療従

事者の証明である UZI カードをカードリーダーで読み込むことでログインを行う。この

操作によって、医療従事者の資格認証も行っている。この認証方法についても、一部の

PHR 事業者においても活用されている。 

PHR 事業者に求められるセキュリティ水準は MedMij 認証に含まれており、ISO 27001 
および ISO 27002、及び NEN7510(医療情報を取り扱う組織のセキュリティ水準)への準拠

が求められている。 

 

(エ) データの保存期間 

PHR 事業者の一つである Drimpy は契約している限りは永年的に保存するとしてい

る。 

the Dutch Data Protection Authority (DPA) と Dutch Medical Treatment Contracts Act 
(WGBO)では医療機関はカルテデータの 15 年保存することになっているが、患者からの

要請に応じて、この期限より早く削除する場合はある。 
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④ 米国 

i. 医療制度の概要 

アメリカの医療制度は日本とは異なり、国民皆保険制度の採用はなされておらず、主

に、65 歳以上高齢者、障害者を対象とした Medicare 及び貧困者を対象とした Medicaid
の公的医療保険と、任意加入の民間医療保険からなる。そのため、民間の医療保険会社

の存在感が日本と比べ大きい。 

保険未加入者が多く、米国内で問題視されている状況である。オバマ大統領時代に、

全国民に医療保険加入を義務付ける医療保険制度改革法 Affordable Care Act(通称オバマ

ケア) が立法された。トランプ大統領は見直しを公約していたが、代替案への合意が進

んでいない状況である。 

以上も含め、アメリカの医療制度概要については下表のようにまとめられる。 

 

図表 32 米国の医療制度の概要 

 

出所）文献調査結果を元に NRI 作成 

 

ii. 国としての PHR/EHR の取り組み 

(ア) EHR に関する取り組み 
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米国内の電子カルテの普及率は、2008 年時点では 19%であった。しかし電子カルテ

の普及を目指した HITECH 法（2009 年制定）による国レベルでの後押しや、Epic や
Cerner をはじめとする民間電子カルテベンダーの尽力により、2011 年には 57.4%まで普

及率が上昇している。また米国は国主導で構築された全米規模の公的な EHR が存在す

るという状況ではなく、官民の大小のネットワークが混在している。米国内ではこれら

が個別で進展してきたため、取り扱う医療情報やその規格などは統一されていない。 

そのため Epic のような大手電子カルテベンダーが独自に電子カルテに記載していた

医療情報の項目を国として採用する動きもあれば、官民が提携したコンソーシアムが、

各規格における情報交換のスタンダードを確立するなどの動き が認められる状況であ

る。 

 

【eHealh Exchange】 

公的な EHR の例として、eHealth Exchange がある。これは 2006 年に初めて運用が開始さ

れた EHR であるが、その後 2012 年に設立された Sequoia Project に委託され、運用されて

いる。 

現在、全 50 州に展開している大規模な EHR であり、米国内の病院のうち、50%が参加

しており、約 1 億人の患者と 8,300 の薬局にまで及んでいる。 

 

(イ) PHR に関する取り組み 

【Blue Button】 

2010 年 8 月から提供されている退役軍人向けの自身の医療記録データにアクセスできる

サービス。 

Blue Button の背景として、米国では軍人は退役してしまった際に、自身が軍人として働

いていた時の医療情報を確認することができないという懸念があったため開発された。国

民の約半数にあたる 1 億 5000 万人以上が、少なくとも一つ以上の自身の電子的医療デー

タにアクセスできるとされている。 

Blue Button を利用する際、ユーザーはアクセス元のサービスのログイン情報を入力する

ことで Blue Button へ接続を行う。Blue Button は API にアクセスするユーザーを個別に認識

しないため、理論的には Blue Button は直接的には同意・本人認証は行わない。しかし、

Blue Button を利用するユーザーは My HealthVet や Medicare へ登録を行う際に既に同意・

本人認証を行っているためセキュリティは保護さている、というのが基本的な解釈であ

る。尚、アクセス元のサービスと Blue Button の接続には OAuth 2.0. が実装されているた
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め、一度 Blue Button にアクセスしたユーザーは、次回からログイン情報を入力する必要は

ない。 

 

図表 33 Blue Button を利用する際の流れ 

 

出所）文献調査を元に NRI 作成 

 

iii. 民間 PHR 事業者の事例 

【Kaiser Parmanente】 

米国の非営利民間医療保険の最大手である Kaiser Parmanente は、39 の病院、720 の診療

所を保有しており、860 万人以上の保険被保険者に対して、独自の医療サービスを提供して

いる。これらの医療機関は、Kaiser Parmanente 独自の「KP Health Connect」と呼ばれる

EHR のデータベースを有する。このデータベースは、「My Health Manager」というオンライ

ンサービスにつながっており、2013 年には 440 万人が利用している。 

この「My Health Manager」では、患者個人がオンラインで治療の履歴を確認できるほか、

定期検診などで得られたデータや画像、動画を閲覧したり担当医のアドバイスを確認したり

することができる。また、オンライン上で、治療に関する相談をしたり、自身と類似した症

状や疾病についての治療法やその効果に関する過去のデータを検索したりすることもでき

る。利用者は、これらの情報を入手した上で、オンライン上で医師と治療方針を相談した

り、外来や入院の予約をしたりすることができる。 

ビジネスモデルは、月ごとに一定の額を支払う人頭払い式の医療保険モデルである。自身

の記録へのフルアクセスが可能で、オンラインツールを無制限で利用できる。オンラインで
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のメッセージ交換や相談は無料だが、実際の来店については有料。会費は補償プランによっ

て異なり、市場の状況に応じて決定される。 

 

【Apple Health Record】 

米 Apple は、iPhone を活用した患者による自身の医療データ管理システム「Apple Health 
Records」を発表、外部の EHR・PHR 事業者にも提供している。iPhone を利用して（2018 年

春発表の iOS 11.3 から）、患者が自分の医療データを複数の提供元から集めて一覧できるよ

うになっている。提携医療機関（Apple は、John’s Hopkins Medical center や、Cedars Sinai な
ど数十の医療機関と提携している）の患者であれば、それらの医療機関から集めた情報を整

理してアプリで確認したり、検査結果、投薬、身体状態などに関する定期的な通知を受け取

る事が出来る。 

電子カルテと iPhone は、FHIR 標準 API で接続する。サポートされるデータの種類は、ア

レルギー、症状、予防接種、検査結果、投薬、バイタルデータ等である。これらの接続は

OAuth 2.0 を活用している。これにより、ユーザーは一度認証されると電子カルテ側の API
への継続的な接続が可能となる。Apple は退役軍人向けに iPhone の「Health Records」機能を

提供すると発表している。また「Health Records API」を開発者や研究者を対象に公開してお

り、iPhone ユーザーは自身の医療・健康関連データを外部事業者が開発した「iOS」アプリ

に共有できるようになっている。開発者はこれらのデータを使用して、投薬追跡、疾患管

理、栄養計画、医療研究向けのパーソナライズされたアプリを開発することができる。 

 

【BlueStar】 

WellDoc は、2 型糖尿病患者向けアプリ「BlueStar」を開発・販売している。BlueStar は、

血糖値測定器と連動したアプリで、患者が自宅で血糖値を入力すると、適切なタイミングで

疾患指導や生活習慣・モチベーション維持に関するアドバイスが表示される。その他、アプ

リ上で専門家に質問も出来、薬物療法や食事療法、運動療法といった血糖コントロールの方

法も学習できる。また、医師向けには毎回診療前に患者の血糖値、服薬、体調の記録、状況

経過に関するレポートが送られ、効率的な診断をサポートしている。 

2 型糖尿病患者約 160 名での治験において、BlueStar の利用により HbA1 が従来比 1.2％減

少したとのエビデンスが得られたおり、2010 年には FDA から承認を取得。通常の医薬品と

同じように医師によって処方され、複数の大手保険会社から保険適用されている。 

また、同社は BlueStar を活用することで、患者は自身の健康管理に係る費用を平均で 200
ドル前後節約することが可能だと研究結果を発表している。 
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【Onduo】 

2016 年 12 月に Google の持株会社である Alphabet のライフサイエンスユニットである

Verily Life Sciences は、Sanofi と合弁で 2 億 4,800 万ドルを投資、糖尿病の包括的なケアを提

供する Onduo を設立した。Onduo は、機器による血糖値や HbA1C の計測及び分析により、

専門的なケアチームによる包括的なケアを支援するとしている。2 型糖尿病患者の約半数、

1 型糖尿病患者の約 3 分の 1 が目標血糖管理値に到達していないと言われており、重大な合

併症を発症するリスクに着目した動きと言える。 

 

【その他の事例】 

上記の事例も含め、米国における民間 PHR 事業者の事例を次頁に示す。 
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図表 34 米国における民間 PHR 事業者の事例

 

出所）文献調査を元に NRI 作成 
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iv. 各論点に関する状況 

(ア) 先進的な事業創出 

米国の PHR サービスは、Kaiser Permanente のように医療保険に組み込まれたもの、

Apple のように自身で測定したバイタル等の管理、さらには医療情報と連携し閲覧を可

能とするもの、さらには BlueStar のように医師が処方し保険適応された治療用のものな

ど、さまざまな先駆的な事例が存在する。米国はウェアラブル端末の市場規模も大き

く、今後もこうした自己疾病管理のアプリの存在感が感じられる点が特徴である。 

また、公的組織である Department of Health & Human Services (HHS)は、250 億ドルを超

える予算を持ち、その予算の一部により、医療従事者が相互互換性のある EHR システ

ムを具備するための金銭的インセンティブの提供に用いられている。医療情報を活用す

る PHR サービスにとっては、需要が拡大する期待が持てる支援をいえる。 

 

(イ) 事業者間の相互運用性の確保 

eHealth Exchange や Blue Button では HL7 V2.5 が利用されている。また Blue Button で

はドキュメントには CDA を活用しており、その他医療文書の非フリー書式のものは

SNOMED-CT を活用している。また、 

また、Kaiser Permanente は患者記録への健康情報の保存および記録を行うための符号

化、構造および意味を指定する XML 文書である HL7 CDA （Clinical Document 
Architecture）を用いている。今後、HL7 FHIR への移行も検討しているとのことある。 

 

(ウ) 同意・本人認証の方法やセキュリティ 

米国のほとんどの州において、患者がデータの共有を望まない旨の書式に署名しない

限り、健康データは自動的に共有されるオプトアウト型の同意モデルが用いられてい

る。米国の一部の州では、データ共有の前に患者による書類への記入を必要とするオプ

トイン型のモデルが適用されている。 

Kaiser Permanente では、医療目的や医療保険補償の運営、研究や分析等によるプロセ

ス改善の目的において患者データを活用している。使用目的の内容によっては、一部の

研究では患者の同意が必要であるが、ほとんどの治療や支払いおよび医療業務において

は同意を必要としないとしている。また、患者の基本的な同意は、健康保険に加入す

る、またはメンバーになる際に取得されているとのことであった。 

 

(エ) データの保存期間 
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民間事業者である Kaiser Permanente の場合、保存期間は最短で 10 年であるが、基本

的には永久に保存するとされている。また、現在の健康状態に関係する現状の健康要約

の場合、臨床的に関連のある健康要約に保存する情報については医師が決定するとして

いる。 
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⑤ オーストラリア 

i. 医療制度の概要 

税財源の公的皆保障制度が導入されている。1984 年に「メディケア」という制度と

して定着した。その基本設計は、同じ連邦に属する英国の医療制度に近い。 

公立病院では、自己負担なしで治療を受けることができるが、患者が公立病院に集中

するため、手術等の待ち時間の長さが問題視されている。 

公的支出の総額の伸びを抑制しつつ、医療サービスの質を向上させていくことが重視

されており、医療情報化を通じたコスト削減への取組みに力を入れている。 

以下に、オーストラリアの医療制度の概要を示す。 

 

図表 35 オーストラリアの医療制度の概要 

 

出所）文献調査より NRI 作成 

 

ii. 国としての PHR/EHR の取り組み 

(ア) EHR に関する取り組み 

医療情報化には力を入れており、電子カルテの普及率は 90%程度と高い。 

PHR の取り組み(次項参照)に注力しており、これが医師間の医療情報共有の役割も果

たしている。 

(イ) PHR に関する取り組み 
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【My Health Record】 

デジタルヘルス庁は 2016 年の創設以来、医療分野のデジタル化を積極的に進めてお

り、なかでも患者本人が自らの生涯の医療情報を把握できる仕組みとして「My Health 
Record」の構築を進めている。 

従来はオプトインモデルを採用していたが、2016 年頃から地域単位でトライアルを

実施し、現状ではオプトアウトモデルを導入している。その結果、本年 7 月時点でオー

ストラリア国民の約 9 割、医療提供側では 16,400 施設が「My Health Record」に登録し

ており、世界各国で展開されている PHR システムの中で最も高い普及率を誇る。ま

た、民間企業開発のモバイルアプリと連携しているため、ユーザーはスマートフォンを

使うことでどこからでも PHR にアクセスすることが可能である。ただし、これまでに

医療データの漏洩などの事象が発生したこともあり、民間事業者との連携については慎

重な意見も出ている状況である。 

 

図表 36 オーストラリアにおける医療情報の流れ 

 

出所）本調査結果より NRI 作成 

 

オーストラリアのデジタルヘルス庁による Annual Report では、2018 年度に 42 件の

データ侵害を受けたことを明らかにした。 
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医療情報が一旦公開されると、誰の手に渡るか分からなくなるため、データの取り扱

いについては慎重になるべき、との意見も一部から出始めている。 

 

iii. 民間 PHR 事業者の事例 

【HealthNow】 

HealthNow アプリでは、ユーザー個人が自身の My Health Record にスマホ上でアクセスで

きるだけでなく、ユーザーが情報共有に同意した場合に限り、氏名、連絡先の詳細、健康識

別子、通信の記録、場所および健康情報などの情報を収集・管理が可能である。加えて、い

つでも医師やメンタルヘルスなど専門家に電話で相談できるテレヘルスサービスも提供して

いる。また My Health Record へのアクセスが許可されると、家族や友人の投薬、予防接種な

どに関する My Health Record 情報だけでなく、担当している医療従事者のリストなどが公開

される。 

HealthNow は政府によって設定されたセキュリティ要件や、プライバシー、技術要件に準

拠していることで、My Health Record とアプリを連携することが認められている。 

 

図表 37 HealthNow アプリの画面イメージ 

 

出所）同社公開資料より NRI 作成 
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【RecordPoint】 

Extensia の RecordPoint は、患者情報へリアルタイムでアクセスすることを可能にし、認

定された医師が治療時点で患者の記録を更新することを可能にする電子カルテシステムであ

る。RecordPoint は、SaaS で提供され、糖尿病や慢性閉塞性肺疾患、うっ血性心不全および

腎疾患を含む主要な慢性疾患に関する医療情報も記録できる。 

RecordPoint は他アプリとの適応性が高く、データの統合も容易に行えるよう設計されて

いるのが特徴である。RecordPoint では、使用者の同意が得られた場合、My Health Record を

通じて患者と医療提供者の間で医療情報の連携が可能である。また、かかりつけ医が使用す

る他の PHR システム、地域システムとの連携を可能としている 

 

【Carddihab】 

オーストラリアでは年間約 5 万 5,000 人が心臓発作によって死亡、又は病院に搬送されて

いる。心臓発作を発症した患者は再発を防ぐため、回復後に心臓リハビリテーションプログ

ラムを受診することが推奨されている。しかし、医療関係者は約 3 分の 2 の生存者が心臓リ

ハビリテーションプログラムを受診していないと指摘する。 

CSIRO(Commonwealth Science and Industrial Research)とクイーンズランド州政府はこの問題

を解決するため、患者が自宅からモバイルアプリを通じて受診できる心臓リハビリテーショ

ンプログラムの実証実験を開始した。実証実験においては、患者は好きなタイミングで自身

のバイタルデータ（血圧、血糖値、喫煙数など）を採取しモバイルアプリに記録し、医療関

係者はこれらのバイタルデータを踏まえ心臓リハビリテーションプログラムを提供する。実

証実験の結果、心臓リハビリテーションプログラムの完了率が大幅に増加しただけでなく、

モバイルアプリを通じた遠隔医療でも従来の通院が必要な心臓リハビリテーションプログラ

ムと同等以上の医療的な成果を担保することが可能であることが証明された。実証実験の成

功を受け、2016 年に CSIRO とクイーンズランド州政府は合弁会社（Cardihab Pty Ltd.）を立

ち上げ、事業化を行った。同社は、現在までに 140 万米ドルの資金調達に成功している。 

公的 PHR である My Health Record に対して、患者が情報のコントロールが可能で、より安

全性の高い医療情報記録であることを PR している。また、他社のウェアラブルデバイスと

情報連携ができる点も My Health Record にはない強みだとしている。 

同社の顧客は、例えば、糖尿病患者の支援と治療に取り組む組織である Diabetes Australia
のような、疾病関連団体などのヘルスコミュニティであり、コミュニティごとに特定の健康

記録を提供している。 

一般的に利用料は特定のヘルスコミュニティを運営する組織が負担するが、医療提供者ら

に費用を負担させることで、費用を最小限に抑えることができる。例えば、糖尿病、介護、
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腎臓関連、療法食などの対応には、1 つの健康記録に対して様々な治療法がある。患者は、

疾患関連団体ごとに別々の記録を保有する必要はなく、州の特定の地域で活動するコミュニ

ティが、その州の地域のスポンサーになることもある。 

 

【その他の事例】 

 上記も含め、その他の民間の PHR 事業者の事例を次頁に示す。 
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図表 38 オーストラリアにおける民間 PHR 事業者の事例 

 

出所）文献調査より NRI 作成 
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iv. 各論点に関する状況 

(ア) 先進的な事業創出(民間事業者のビジネスモデル) 

全国的に公的 PHR が提供されている点から、民間の PHR サービスは、公的 PHR にな

い機能や特定の患者に特化するなど、特徴を有するサービスを提供している。 

ビジネスモデルは、患者コミュニティや特定の医療機関を対象としたものであり、個

人課金型のモデルは少ないと思われる。 

民間の PHR アプリも My Health Record と情報連携をすることができる。ただし、個人

の My Health Record への安全環境化での「閲覧のみ」が許可されているのみであり、各

自のシステムに My Health Record の情報を保存することは許可されていない。また、第

三者に情報を渡すなど、二次的な目的で My Health Record の情報を使用することも禁止

されている。 

また、官民が共同で実証実験を行い先進的なソリューションを生み出し、事業化した

Carddihab のような事例も存在している。 

 

(イ) 事業者間の相互運用性の確保 

現在、オーストラリアにおけるほとんどの健康情報学の標準の策定は HL7 Australia に

よって調整されている。 

My Health Record にアップロードされる前述の Shared Health Summary や退院サマリ、

イベントサマリなどは医療療情報のメッセージ交換標準規約である HL7 CDA 形式によっ

て保存される 。その他、DICOM や ICD-10、SNOMED-CT 等が採用されている。また、モ

バイルアプリベンダーとの API 連携などを想定して HL7 FHIR も検討されている 。 

民間 PHR 事業者が、My Health Record にアクセスするためには、政府によって設定さ

れたセキュリティ、プライバシーおよび技術要件 (Privacy Act 1988) に準拠する必要があ

る。 

 

(ウ) 同意・本人認証の方法やセキュリティ 

My health record における患者の健康情報は、オフトアウト型の患者同意のもとに収

集・共有されている。患者は、文書へのアクセス制限や、自身の健康情報から文書を削

除することで、プライバシーの保護が可能である。 

ユーザー認証の方法に関しては、以下のような My Health Record システムの主要参加

者に許可を与えるプロセスがある。 
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 患者 

myGov によるオンライン登録、電話での登録、または書面での登録を行う。

いずれにおいても、まず医療受給者の身元を確認しなければならない。医療受給

者は、自身の身元の証拠を提供するか、メディケアの記録の所有権を証明しなけ

ればならない。したがって、個人情報の確認は My Health Record システムの外部

で行われる。 

myGov とはオーストラリア政府が提供する様々なサービスについて、ユーザ

ーの個人情報や申請などを一括して管理しているサイトである。 

 医療提供者 

個々の医療提供者は医療識別子サービスに登録され、個々の医療提供者識別子

(HPI-I)を付与される。これにより個々の医療提供者は My Health Record システム

にアクセスが可能となる。 

個人医療識別子(IHI)とは、医療識別子(HI)サービスの一部として、オーストラ

リアのすべての住民に割り当てられている識別子である。IHI は、医療目的で個

人を識別するために使用される固有の 16 桁の番号であり、メディケアの対象、

または退役軍人局年金の対象の個人すべてに自動的に IHI が割り当てられる。こ

れにより、医療従事者が患者の My Health Record にアクセスして病歴を読み、新

たな情報を追加することが可能になる。 

個人が自身およびその扶養者の My Health Record の内容を管理しアクセスを制御するた

めに、以下のようないくつかの仕組みがある。 

 自身の記録全体へのアクセスを制限し、特定の医療機関に許可を与える必要があ

る場合は、該当機関にアクセスコードを持たせる。 

 My Health Record 内の特定の文書へのアクセスを制限し、その文書にアクセスを

許可する医療機関には、文書アクセスコードを持たせる。 

 個人は、診察の際に、自身の My Health Record に特定の情報についてアップロー

ドを希望しない旨を医療提供機関に明確に伝えることができ、医療提供機関はこ

れに従わなければならない。 

 個人は、過去にアップロードされた文書を（消費者ポータルを介して） My 
Health Record から削除することができる。削除されると、これらの文書は、緊急

時を含め、消費者または医療機関による利用ができなくなる。 

 個人が My Health Record の保持を希望しないと判断した場合は、いつでもキャン

セルすることができる。記録に含まれる情報は、バックアップも含め、システム

から永久に削除される。 
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 個人は、自身の記録にアクセスした医療機関のリストと、記録の中で変更、閲

覧、追加されたものを見ることができ(緊急事態の場合を除く)、アクセスの取り

消しを含め、特定の医療機関について自身が希望するアクセスレベルに変更する

ことができる。また、新しい医療機関が My Health Record にアクセスするなど、

My Health Record に特定の活動が生じた場合に電子メールまたは SMS で通知を受

けることも可能である。 

 個人は、家族、友人または介護者のように、My Health Record の管理の手助けを

する指名代理人または認定代理人を選ぶことも可能である。指名された代理人

は、My Health Record を 3 つの方法で管理することができる。 

 フルアクセス：指名代理人は、情報を閲覧、編集、アップロード、削除する

ことができるが、個人の My Health Record をキャンセルすることはできな

い。 

 制限付きアクセス：指名代理人は、個人が制限ありとマークした文書を含む

すべての文書を閲覧することができる。 

 一般アクセス：指名代理人は、個人が制限ありとマークした文書を除くすべ

ての文書を閲覧することができる。 

 

(エ) データの保存期間 

国としては、My Health Record に登録するデータを含む医療情報の取り決めとして、

患者の死後 30 年、もしくは患者の誕生日から 130 年はデータを保管するように記載が

されている。 

 



66 

 

3. 調査結果の総括 

 最後に、本調査の 3 つの論点について、調査から得られた今後に向けた提言を述べる。 

3.1. 調査結果の総括 

3.1.1. 先進的な事業の創出（民間企業のビジネスモデル） 

 国内、海外ともに個人向け、法人向けのビジネスモデルが存在する点、またその中でも

法人向けのビジネスモデルが収益源の主体となっている点では共通していた。 

 日本の PHR 事業者では食事、運動、血圧などの本人が日常的に測定、収集する情報を扱

うサービスが目立つのに対し、海外の PHR 事業者では医療機関に保存された医療記録への

アクセスを提供している事業者が目立つという傾向があった。背景として、海外では日本

に比べて電子カルテの普及率が高く、医療情報との連携がしやすいこと、患者の要望に応

じた医療情報へのアクセスやコピーの提供が医療従事者に義務付けられていること、など

の影響が考えられた。 

また、一部の国では、医療機関に対して、医療情報への患者アクセスの確保のためのシ

ステム投資に補助金を提供するなど、間接的に PHR 事業者の需要を促進する動きがあっ

た。さらに後述する相互互換性の取り組みにおいても、国内のみならず海外との相互互換

性の確保を図る動きもあり、将来的に、国内で生まれた先進的な PHR 事業の海外輸出まで

視野にいれた動きが見られた。 

先進事例の創出のための具体的な活動としては、オーストラリアの Carddihab のように

官民が共同して実証実験を行い、事業化している事例が挙げられた。国内においても、

AMED においていくつかの実証成果が得られており、同様の取り組みが期待できるところ

である。 

今後、国内の PHR 事業者の活性化を図る上で、実証事業の事業化を進めるとともに、海

外のように健康・医療情報の電子化の推進や PHR の需要を惹起するための投資などについ

て検討する余地があると考えられた。 

 

3.1.2. 事業者間の相互運用性の確保 

健康・医療情報を扱う事業者がそれぞれ異なる仕様や標準を使用しており、事業者間の

相互運用性が確保されてこなかったといった点は国内外で共通していた。 

 一方、海外では医療情報連携のために、国の機関もしくは民間団体などが標準や仕様の

策定、さらには事業者の認証を担うといった標準化に向けた動きがみられた。また、標準

化においては、HL7 や HL7 FHIR などの国際標準の採用や欧州内での相互互換性を検討する
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eHealth network など、国内だけでなくグローバルに相互互換性の確保を意識した活動が進

んでいる。 

特にオランダの MedMij において、国が公的資金を一部負担し、患者会や医療従事者が

中心となり IT ベンダーとともに標準の策定や認証事業を行うという点が、民間主導であり

ながら、官民一体となった相互運用性確保の活動として特徴的であった。今後、国内にお

ける標準やルールやその検討主体を整備する上で、こういった民間団体による活動は参考

になると考えられた。 

  

3.1.3. 同意・本人認証の方法、セキュリティ 

同意取得の方法としては、国内外ともにオプトインでの取得が多い傾向であるが、オー

ストラリアの My Health Record など、オプトアウトに以降している事例が認められた。傾

向として、検討初期にはオプトインで開始し、利用者のリテラシーに応じて、オプトアウ

トに以降しているものと考えられる。また、一旦利用を開始した後、特定の情報、特定の

情報開示先などに対する同意や撤回については、アプリなどを通じて。利用者が容易かつ

いつでも再調整ができるよう、アクセスコントロールの環境を提供している事例が多く認

められた。 

認証方法としては、ID、パスワード、または特定の ID カード等の簡便なものが用いられ

ている点としては国内外で共通であった。一方、今回の調査の対象国では国民 ID や医療従

事者の資格認証システムが広く普及している国も存在し、それらを国の EHR や PHR に加

え、民間利用も可能としている国も存在した。特に、医療従事者には緊急時の同意なしの

閲覧など、特別な権利があることから、その資格認証は重要視されているように感じられ

た。また本人が自己の情報へのアクセスログの確認を可能としている事例が多く認めら

れ、個人情報管理についての機能的な配慮が重視されている。 

セキュリティ水準については、相互運用性と同様に公的機関や民間団体が一定の水準を

定め、準拠する企業を認証する活動を進んでいる。また、認証された企業をインターネッ

トで公開したり、認証ブランドのロゴを提供したりするなど、積極的に発信し、利用者が

安心して企業を選定できるよう配慮する動きもあった。水準の策定については、ISO など

を取り入れつつ、国際的な水準を意識した検討がなされており、認定された事業者が国内

でガラパゴス化しないような配慮がなされていた。国内では、PHR 事業者が自らの判断に

より、ISO や P マークなどを取得している状況であるが。海外のように一定の水準を設

け、認証などを行うことにより、国民の利活用の促進や海外展開などの発展を促すことが

できると考えられた。 

 

3.1.4. 保存期間について 
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利用者と契約している限り、利用者の情報は永年的に保存する、といった認識は国内外

の民間事業者で共通であった。一方で、契約期間後の情報の保存、削除、利用者への返却

については特にルールが存在していない。民間事業者間のデータ引継ぎについてもデータ

のダウンロード機能や API などの機能を具備することで、各社独自に対応している状況で

あった。今後の検討においては、国民の情報の長期的な保存管理が可能となるよう、情報

の保存、引継ぎのルールについても検討の余地があると考えられる。 
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