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ユビキタスプラットフォームと連携した
ヘルスケアアプリケーション構築

樋渡　昭浩　　　　杉本　仁　　　　大谷　民雄

概要
　21世紀の日本社会は、疾病および加齢による負担が極めて大きくなることが予想されている。こうした医療費
増加による財政圧迫が社会問題となっており、国民一人ひとりの健康対策が喫緊の課題となっている。インテック
では、健康増進支援を目的としたヘルスケアプラットフォームサービス「MediPack/Wellness」を提供し、疾病予防
を最大の目的とし、一人ひとりのパーソナルケアを実現するクラウドサービスを展開している。
　ヘルスケアは、個人が健康維持活動を継続することが肝要であるが、健康管理へのモチベーション維持は
難しく、ITを利用した容易な健康管理が社会的ニーズとなっている。また、スマートフォンに代表されるIT環境の
急速な変化により、ユビキタス社会を担うシステムとの情報連携の可能性が拡がり、ヘルスケア分野への活用が
期待されている。
　本稿では、インテックのヘルスケアプラットフォームの概要を紹介し、その抱える課題に対する取り組みとして
試行した、ユビキタスプラットフォームとの連携アプリケーションの構築事例を紹介する。

  1.  はじめに
　日本の国民医療費の総額は、３８.４兆円（２０１２年度／厚生

労働省発表）であり、国民一人当たり３０万円にまで及んでいる。

厚生労働省においても、疾病に罹患した場合の対策（医療保

険制度改革）だけでなく、罹患者を減らす（疾病を予防する）

対策を強化する方針を立てており、すでに疾病予防の一環とし

て「特定健診（メタボ健診）」や「特定保健指導」などの施策が

開始された。

　こうした中、疾病予防では中心的な役割を担う健康診断事
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  2.  ヘルスケアプラットフォームについて
　インテックのヘルスケアプラットフォーム「MediPack/

Wellness」は、一人ひとりの健康増進やライフスタイル管理

をサポートするクラウドサービスとして、①健康診断結果の保

管、②毎日の生活記録、③保健指導支援の大きく３つの機能を

提供している。このサービスを利用することで、健診結果デー

タから過去の自分を把握し、日々の生活記録・バイタルデータ

と比較することで、健康意識を向上させ、適切で確実な保健指

導の遂行を支援することができる。

2.1  ヘルスケアプラットフォームのサービス概要
　「MediPack/Wellness」のサービス機能とその特長を以

下に述べる。

(１) 健康診断結果の保管

　毎年実施する健康診断の結果をデータ化し、データ

ベースに保管する。利用者は健診結果を経年参照でき、そ

の変化を把握できる。利用者のデータ自体は個人を特定

できないよう匿名化されて保管しており、利用者はデータ

に対して任意の「ニックネーム」を紐付けすることで、利用

者本人のみ閲覧利用できる仕組みを提供している。

(２) 毎日の生活記録

　日々のライフスタイル（運動・食事等）やバイタルデータ

を登録し、可視化する。これらのデータは、例えば高脂血

症などの疾病リスクが高い場合には、運動療法や食事療

法支援のツールとして専門機関と連携できる。また、子供

や主婦の運動不足対策や食育などへの活用、アクティブ

シニアを増やすための活動にも利用できる。

(３) 保健指導支援

　保健指導業務を支援する指導者向けツール。特定保健

指導においては、初回面談から電話・メール指導、中間・最

終面談記録、請求業務までをサポートする。指導対象者と

のメッセージのやりとりが ITで行え、つながりを深耕し、

生活改善指導に繋げることができる。

2.2  ヘルスケアプラットフォームの現状課題
　「MediPack/Wellness」の現状課題を以下に述べる。

(１) 疾病予防は現役世代（２０代～５０代）に対して取り組む必要 

　  がある。総じて若年者ほど健診受診率は低く、健康維持への

　  意識が乏しいため、健康支援サービスを提供しても使って

　  くれないことがある。

(２) 日々のライフログを取り続ける意欲、モチベーション維持が

　  難しい。個人の健康はどうしても面白くないコンテンツと

　  なりがちである。

(３) 高齢者に対しては、I Tを利用した情報登録の操作にハードル

　   がある。

(４) 新たなデバイス（スマートフォンやタブレットなど）の機能

　  を効果的に利用できていない。センサー情報など、個人の

　  健康管理に有用なデバイス情報は存在しているが、デバイス

　  個々の情報を組み合わせて健康支援する機能が提供できて

　   いない。

2.3  ユビキタスプラットフォームとの連携検討
　インテックのユビキタスプラットフォームと連携することで、

ヘルスケアプラットフォームの改善や、新たな付加価値創造が

できないか、いくつかの仮説検討を行った。以下が新たに構想

したヘルスケアプラットフォームのサービスコンセプト案で

ある。

(１) スマートデバイスやセンサーデータを利用して「容易に」

　   健康管理できる

(２) ソーシャルデータ（オープンデータやSNSなど）を利用して

　 「つながり」を提供できる

(３) サービスデータ（異業種の）と組み合わせて「楽しく」健康

　   管理できる

(４) 現実データから将来予測して健康管理を「後押し」してくれる

　  これらのコンセプトを元に、ユビキタスプラットフォームと

　   連携したアプリケーションを試作した。

業や、個人の健康管理において、IT利用による効果的な健康維

持への期待が高まっている。IT利用には、①予防意識を高める

仕組みを提供し日々の生活習慣改善を支援する、②一人ひとり

の健診結果（健康リスクの指標）を可視化し改善活動へ誘導す

る、ことが求められている。

　なお、ヘルスケア（health care）は、健康の維持や増進のた

めの行為や健康管理のこと[1]と定義される。この分野におい

ては、各機能（病院・健診機関、保険制度、医薬品、介護支援

など）の情報連携が横断的に進められていない現状がある。

「健康情報」を適切に利活用できる仕組みを社会インフラとし

て提供することで、社会的ニーズに応えることが可能と考えら

れる。
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  3.  ユビキタスプラットフォームとの連携
　ユビキタスプラットフォームと連携したヘルスケアプラット

フォームのシステム事例を以下に示す。なお、一部機能は執筆

時点で開発中のものを含んでいる。

3.1  ヘルスケアスマートフォンアプリケーション
　「MediPack/Wellness」の一機能として、個人がスマー

トフォンを利用して健康管理するためのスマートフォンアプリ

ケーションを開発した。これまでの機能では、Webブラウザで

健康データを登録・参照することができたが、より容易に健

康データを登録でき、楽しく参照利用できることを考慮し、ス

マートフォンのUI で動作するネイティブのアプリケーションと

して実装した。ユビキタスプラットフォームとの連携は、このア

プリケーションで実装している。

3.2  ユビキタスプラットフォームの利用メニュー
　ヘルスケアスマートフォンアプリケーションで機能連携した

ユビキタスプラットフォームの提供メニューは以下である。

(１) ストリームデータ処理メニュー

スマートフォンからストリームデータ（位置情報、写真画像

など）を登録、または取得する。

(２) 外部データ提供メニュー

オープンデータ（気象データ、感染症データ）、ソーシャル

データ（SNS）を取得する。

(３) データ解析メニュー

スマートフォンのセンサーデータから現在状況をコンテキ

スト解析したデータを取得する。

　システム間の機能連携図を以下に示す。

健診データ

アカウント ライフログ 画像

オープンデータ

アプリ
ダウンロード

歩数や
GPS自動取得

食事画像

食事内容の登録

ヘルスケア機器

体重計

活動量計
NFC/Bluetooth
送信

指導メッセージの
参照

歩数の
参照

流行病・感染症
レベルマップの
参照

Googleサーバーからスマートフォンへの
push通知

ヘルスケアスマートフォンアプリ ユビキタスプラットフォーム

ヘルスケアプラットフォーム

ユビキタスPF提供機能

1.アカウント登録・認証

2.センサーデータUp/Dnload

3. 画像Up/Dnload

4.オープンデータ参照

内部データ連携
ヘルスケアPF開発機能
1.アカウント登録・認証
2. 食事データ登録・参照
3. バイタルデータ登録・参照
4.健診結果参照

5.ヘルスケア機器連携

6.メッセージ送受信

7.ライフログのマップ参照
8. 流行病レベルマップ参照

Google
サーバーへの通知

Native
API

Web
API

ユビキDB

デバイスIDとユーザで紐づけ

ヘルスケアPF開発機能
1.アカウント管理API
2. 食事データ管理API
3. バイタルデータ管理API
4.メッセージ管理API
5. 健診データ管理API

6. 流行病・感染症アラート通知
7.歩行誘導の通知
8.メッセージ通知

GCMサーバー（Google）
各種サービスデータ

図１  機能連携図

3.3  ストリームデータ処理メニューの利用
　ユビキタスプラットフォームで提供されるスマートフォンラ

イブラリ（Native API）をアプリケーションに実装するこ

とで、スマートフォンのデバイス情報がストリームデータ処理

（StreamProxy）へ自動転送される。緯度経度の位置情報、

写真画像などのデータが対象である。

　また、スマートフォンアプリケーションでユビキタスプラッ

トフォームのデータを利用する場合も、スマートフォンライブ
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滞在時間：1分
歩数：38歩

滞在時間： 6分
歩数： 292歩

Map

滞在時間：65分
歩数：2426歩

図２  ライフログマップ

　取得した滞留点の緯度経度情報を元に移動履歴をマップ表

示し、吹き出しには滞在時間、歩数を表示した。滞留時間は移動

履歴データの前回データ終了時間と今回データ開始時間の差

分を計算して表示している。また別途、食事記録を行う画面を

用意し、朝・昼・晩の食事情報が記録された場合は、その位置情

報をマップ上にピン表示した。マップルート表示は、当日現在時

間までの通過点データの緯度経度を元に移動線を描画した。

　移動履歴一覧には、移動履歴データから積算距離、積算歩

数を取得し表示した。消費（歩行時）カロリーは、距離と歩数の

他、身長、体重など健康管理で入力するデータを算出式に組み

合わせて所定の計算式を用いて算出している。移動手段は、移

動履歴データに持つアクティビティを用い、「歩行」「乗り物」な

どのステータスを表示している。

3.5  外部データ提供メニューの利用
　ストリームデータ処理から取得したオープンデータを利用し

た事例を示す。ユビキタスプラットフォームの気象データや流行

病データを取得し、情報表示するとともに、警戒レベルにある

場合は健康アドバイスを送る機能を実装した。また、流行状況

を示すTwitterのつぶやき度数を参照表示した。

　オープンデータから取得した情報を元に、熱中症指数や熱中

症に関するアドバイスが表示される。また、設定した時刻になる

と、予め決められた警戒レベルに応じてスマートフォンにPUSH

通知で健康アドバイスをお知らせする。

　表示画面では、現在所在地の本日・翌日の気象情報、気温、湿

度、紫外線指数、熱中症指数を表示した。また、熱中症話題度の

表示として、現在位置の都市でつぶやかれているツイート数に応

じて話題度をアイコン表示した。具体的には、当日の０：００からの

熱中症関連のキーワードを含むツイートの累積数に対し、所定

の閾値を基準としてアイコンを表示させている。

図３  外部提供データ表示

ラリのAPIを実装し、ストリームデータ処理（SystemBus、

StreamDelivery）からデバイス情報（コンテキスト解析データ

を含む）や画像、オープンデータを取得できる。

3.4  コンテキスト解析メニューの利用
　ストリームデータ処理から取得したコンテキスト情報を利用し

た事例を示す。スマートフォンのセンサーデータから、現在状況と

して、移動中・滞留点・移動距離などの情報に解析され、取得利用

できる。ヘルスケアスマートフォンアプリケーションでは、取得し

たデータをライフログマップとして表示する機能を実装した。
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  4.  スマートフォンアプリケーション開発について
　日々の健康管理を個人が行う上で、スマートフォン（スマー

トデバイス）は適した ITツールである。前項で紹介したアプリ

ケーションについても、ユビキタスプラットフォームに格納さ

れた様々なデータを、付加価値を付けて個人に提供すること

で、より効果的な健康管理が実現できる。ただし、個人が利用

するアプリケーションについては、使ってみたいと思わせるデ

ザインや面白みのある機能を与える必要がある。

　今回、試作開発したアプリケーションについては、UI /UX技

法を用いた開発を実施した。コンセプト策定の段階より、「面

白い」「気軽」「自然に」「楽に」「PUSH型で」といったキー

ワードが提案され、ユーザヒアリングを行うことで仮説要件を

立て、機能設計を行った。実際の利用者が何を望んでいるの

か、性別・世代別に仮想のユーザモデル（ペルソナという）を立

て、どのようなデザインや機能性が望まれているのかを検討

し、利用者目線での画面設計を行った。

　スマートデバイスの普及に伴い、UI /UX技術の必要性が叫

ばれる状況にあるが、この開発を通して、その必要性を再認

識している。さらに、日々進化するスマートデバイスに対応で

きる開発プラットフォームの準備や、新たなデバイス技術等も

ウォッチし、開発技術を進歩させる姿勢が必要と考えている。

  5.  おわりに
　　本稿では、インテックのヘルスケアプラットフォームの概

要とその課題について述べ、ユビキタスプラットフォームを利

活用した事例をいくつか紹介した。これらの内容については、

様々な角度から評価した上で、本格実装や新機能への展開を

図る予定である。スマートデバイスを利活用することで、ヘルス

ケアプラットフォームに新たな付加価値を生み出せる可能性が

拡がったこと、また、ユビキタスプラットフォームが提供する機

能は、スマートデバイスとの親和性が高いことを認識できた。

　今後、今回は取扱いしなかったユビキタスプラットフォーム

の機能メニューを利活用し、新たな特長を加えたヘルスケアプ

ラットフォームが提供できるよう、努めていきたい。
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