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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。
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　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究
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　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。
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●リスク判定

●生活習慣病・
  運動･栄養の
  パンフレット
●保健指導の案内
  （日時・会場）

●行動変容質問票

●健康づくり支援
  システムの
  パンフレット

国民健康保険組合
健康保険組合
契約情報管理
費用決済業務
特定健診業務
特定保健指導業務データ管理
評価・分析・報告業務
実施計画策定支援業務
被保険者マスタ
保健者マスタ
レセプトデータ管理、評価

保健センター
健康管理センター
（指導実施）
各標準形式の作成
指導対象者管理
受診券、利用券の発行
委託分決済処理
事務処理一般

保健師
管理栄養士

指導計画、
プログラム登録

対象者登録、
特定健診結果管理

保健指導内容、
状況登録

指導内容サマリ
指導実施状況

保健指導
委託

委託分請求

契約健診機関

特定保健指導
スケジュール
管理システム

マイきときとダイアリー
ヘルスダイアリー

ユーザＩＤ、
パスワード連携
ＬＩＮＫ機能

委託機関
指導者

Web健康指導

被保険者・被扶養者

受益者

被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

ヘルスケア産業 健診保健産業
2兆円

健食産業
（健康食品・サプリ）
1兆5000億円

フィットネス産業
3000億円

健康機器産業
1500億円

その他
ＣＡＭ関連産業
7000億円

●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    

サービス 対価

オーダーメイドヘルスケア産業

受益者
被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

サービス 対価

健康情報センター

健康バイオマーカー利用による個別化健康管理

健診保健産業 健食産業
（健康食品・サプリ） フィットネス産業 健康機器産業

その他
ＣＡＭ関連産業

運動力維持
プログラム

生理機能
プログラム

ストレス
プログラム

食育健康
プログラム

免疫バランス
プログラム

ＱＯＬ
プログラム

身体運動シグナル 健康生理シグナル ストレスシグナル 栄養バランスシグナル 免疫シグナル 感覚器シグナル

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ

システム共有

Web健康指導
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。
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　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究

YAGO Tomoko

矢後　智子  

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

OYAMA Takuya

尾山　卓也 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「保健指導スケジュール管理システム」の開発に従事

KITANO Kagehiko

北野　景彦 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

MURAMOTO Hiroshi

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部　
　グループマネージャ

村元　浩

　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。
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健診結果と、
標準的な質問票
から対象者の
抽出

●チャレンジシート

●情報提供
●動機づけ支援
●積極的支援

初
回
面
談

ヘ
ル
ス
ダ
イ
ア
リ

ヘ
ル
ス
ダ
イ
ア
リ

ヘ
ル
ス
ダ
イ
ア
リ

ヘ
ル
ス
ダ
イ
ア
リ

ヘ
ル
ス
ダ
イ
ア
リ

中
間
面
談

最
終
面
談

お
食
事
日
記

●アドバイス表

2週間　  1ヶ月       2ヶ月       3ヶ月       4ヶ月       5ヶ月       6ヶ月

お
食
事
日
記

●リスク判定

●生活習慣病・
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  パンフレット
●保健指導の案内
  （日時・会場）

●行動変容質問票

●健康づくり支援
  システムの
  パンフレット

国民健康保険組合
健康保険組合
契約情報管理
費用決済業務
特定健診業務
特定保健指導業務データ管理
評価・分析・報告業務
実施計画策定支援業務
被保険者マスタ
保健者マスタ
レセプトデータ管理、評価

保健センター
健康管理センター
（指導実施）
各標準形式の作成
指導対象者管理
受診券、利用券の発行
委託分決済処理
事務処理一般

保健師
管理栄養士

指導計画、
プログラム登録

対象者登録、
特定健診結果管理

保健指導内容、
状況登録

指導内容サマリ
指導実施状況

保健指導
委託

委託分請求

契約健診機関

特定保健指導
スケジュール
管理システム

マイきときとダイアリー
ヘルスダイアリー

ユーザＩＤ、
パスワード連携
ＬＩＮＫ機能

委託機関
指導者

Web健康指導

被保険者・被扶養者

受益者

被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

ヘルスケア産業 健診保健産業
2兆円

健食産業
（健康食品・サプリ）
1兆5000億円

フィットネス産業
3000億円

健康機器産業
1500億円

その他
ＣＡＭ関連産業
7000億円

●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    

サービス 対価

オーダーメイドヘルスケア産業

受益者
被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

サービス 対価

健康情報センター

健康バイオマーカー利用による個別化健康管理

健診保健産業 健食産業
（健康食品・サプリ） フィットネス産業 健康機器産業

その他
ＣＡＭ関連産業

運動力維持
プログラム

生理機能
プログラム

ストレス
プログラム

食育健康
プログラム

免疫バランス
プログラム

ＱＯＬ
プログラム

身体運動シグナル 健康生理シグナル ストレスシグナル 栄養バランスシグナル 免疫シグナル 感覚器シグナル

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ

システム共有

Web健康指導
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。
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集
2
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集
2
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　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究
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　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。

対象者の抽出 事前準備 実践・記録 評価

健診結果と、
標準的な質問票
から対象者の
抽出

●チャレンジシート

●情報提供
●動機づけ支援
●積極的支援
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●アドバイス表

2週間　  1ヶ月       2ヶ月       3ヶ月       4ヶ月       5ヶ月       6ヶ月

お
食
事
日
記

●リスク判定

●生活習慣病・
  運動･栄養の
  パンフレット
●保健指導の案内
  （日時・会場）

●行動変容質問票

●健康づくり支援
  システムの
  パンフレット

国民健康保険組合
健康保険組合
契約情報管理
費用決済業務
特定健診業務
特定保健指導業務データ管理
評価・分析・報告業務
実施計画策定支援業務
被保険者マスタ
保健者マスタ
レセプトデータ管理、評価

保健センター
健康管理センター
（指導実施）
各標準形式の作成
指導対象者管理
受診券、利用券の発行
委託分決済処理
事務処理一般

保健師
管理栄養士

指導計画、
プログラム登録

対象者登録、
特定健診結果管理

保健指導内容、
状況登録

指導内容サマリ
指導実施状況

保健指導
委託

委託分請求

契約健診機関

特定保健指導
スケジュール
管理システム

マイきときとダイアリー
ヘルスダイアリー

ユーザＩＤ、
パスワード連携
ＬＩＮＫ機能

委託機関
指導者

Web健康指導

被保険者・被扶養者

受益者

被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

ヘルスケア産業 健診保健産業
2兆円

健食産業
（健康食品・サプリ）
1兆5000億円

フィットネス産業
3000億円

健康機器産業
1500億円

その他
ＣＡＭ関連産業
7000億円

●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    

サービス 対価

オーダーメイドヘルスケア産業

受益者
被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

サービス 対価

健康情報センター

健康バイオマーカー利用による個別化健康管理

健診保健産業 健食産業
（健康食品・サプリ） フィットネス産業 健康機器産業

その他
ＣＡＭ関連産業

運動力維持
プログラム

生理機能
プログラム

ストレス
プログラム

食育健康
プログラム

免疫バランス
プログラム

ＱＯＬ
プログラム

身体運動シグナル 健康生理シグナル ストレスシグナル 栄養バランスシグナル 免疫シグナル 感覚器シグナル

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ

システム共有

Web健康指導
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。
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　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究

YAGO Tomoko

矢後　智子  

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

OYAMA Takuya

尾山　卓也 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「保健指導スケジュール管理システム」の開発に従事

KITANO Kagehiko

北野　景彦 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

MURAMOTO Hiroshi

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部　
　グループマネージャ

村元　浩

　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。
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国民健康保険組合
健康保険組合
契約情報管理
費用決済業務
特定健診業務
特定保健指導業務データ管理
評価・分析・報告業務
実施計画策定支援業務
被保険者マスタ
保健者マスタ
レセプトデータ管理、評価

保健センター
健康管理センター
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委託分決済処理
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保健師
管理栄養士
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特定健診結果管理

保健指導内容、
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指導実施状況

保健指導
委託
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管理システム
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Web健康指導
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受益者

被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

ヘルスケア産業 健診保健産業
2兆円

健食産業
（健康食品・サプリ）
1兆5000億円

フィットネス産業
3000億円

健康機器産業
1500億円

その他
ＣＡＭ関連産業
7000億円

●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    

サービス 対価

オーダーメイドヘルスケア産業

受益者
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健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

サービス 対価

健康情報センター

健康バイオマーカー利用による個別化健康管理

健診保健産業 健食産業
（健康食品・サプリ） フィットネス産業 健康機器産業
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健康情報

健康科学
知識ベース

（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ
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1. はじめに
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。
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集
2
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集
2
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　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究

YAGO Tomoko

矢後　智子  

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事
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● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
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● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
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　の開発に従事

MURAMOTO Hiroshi

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部　
　グループマネージャ

村元　浩

　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。
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●リスク判定

●生活習慣病・
  運動･栄養の
  パンフレット
●保健指導の案内
  （日時・会場）

●行動変容質問票

●健康づくり支援
  システムの
  パンフレット

国民健康保険組合
健康保険組合
契約情報管理
費用決済業務
特定健診業務
特定保健指導業務データ管理
評価・分析・報告業務
実施計画策定支援業務
被保険者マスタ
保健者マスタ
レセプトデータ管理、評価

保健センター
健康管理センター
（指導実施）
各標準形式の作成
指導対象者管理
受診券、利用券の発行
委託分決済処理
事務処理一般

保健師
管理栄養士

指導計画、
プログラム登録

対象者登録、
特定健診結果管理

保健指導内容、
状況登録

指導内容サマリ
指導実施状況

保健指導
委託

委託分請求

契約健診機関

特定保健指導
スケジュール
管理システム

マイきときとダイアリー
ヘルスダイアリー

ユーザＩＤ、
パスワード連携
ＬＩＮＫ機能

委託機関
指導者

Web健康指導

被保険者・被扶養者

受益者

被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

ヘルスケア産業 健診保健産業
2兆円

健食産業
（健康食品・サプリ）
1兆5000億円

フィットネス産業
3000億円

健康機器産業
1500億円

その他
ＣＡＭ関連産業
7000億円

●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    

サービス 対価

オーダーメイドヘルスケア産業

受益者
被保険者 被扶養者 住民 児童・親 患者 従業員

仲介者

健保・国保組合 自治体 学校 医療機関 企業サービス 対価

サービス 対価

健康情報センター

健康バイオマーカー利用による個別化健康管理

健診保健産業 健食産業
（健康食品・サプリ） フィットネス産業 健康機器産業

その他
ＣＡＭ関連産業

運動力維持
プログラム

生理機能
プログラム

ストレス
プログラム

食育健康
プログラム

免疫バランス
プログラム

ＱＯＬ
プログラム

身体運動シグナル 健康生理シグナル ストレスシグナル 栄養バランスシグナル 免疫シグナル 感覚器シグナル

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

時系列
健康情報

健康科学
知識ベース

（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ

システム共有

Web健康指導
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医療・健康分野において「オーダーメイドなサービス」が注目されている。その概念は、個々人の状況、体質

に合った、最適なサービスを提供することである。株式会社インテックシステム研究所（以下、当社）では、厚生労

働省が平成20年４月に施行を開始した特定健診・特定保健指導事業の制度に照準をあわせ、「マイきときとダイ

アリー」と「保健指導スケジュール管理システム」の２つの保健指導関連支援システムを開発した。さらに、上記制

度の中間評価が行われる平成22年度に向けてより高付加価値化が必要と考えている。そこで、国の動向を見極

めながら、オーダーメイドなヘルスケアサービスが提供できるよう研究開発を推し進めていく予定である。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

　厚生労働省によると、２００６年の国民医療費は約３３兆円であり

このままの推移でいくと、２０１５年には約４０兆円、そして２０２５年に

は約５６兆円に膨らむと試算している。このような医療費の増

大を抑えるためには、治療（シックケア）だけでなく、疾病

予防や健康増進・維持（ヘルスケア）を強力に推し進めるこ

とが重要と考えられている。そこで、厚生労働省は、平成１８

年1月に「医療制度改革大綱による改革の基本的考え方」を発

表し、そのなかで「生活習慣病予防の徹底」を図るため、健

康保険組合、国民健康保険組合などの医療保険者に対して特

定健診・特定保健指導の実施を平成２０年度から義務づけた。

あわせて医療保険者が健診・保健指導の結果に関するデータ

を管理することにより、生涯を通じた健康管理を実施するこ

とも義務づけている。

　当社は、既に平成１８年度から企業の従業員、健保組合の被

保険者に対する健康づくり支援のために保健指導関連支援シ

ステム「マイきときとダイアリー」を開発し、サービスを提

供してきている。さらに、平成２０年度から始まったこの特定

健診・特定保健指導にあわせて新たに「保健指導スケジュー

ル管理システム」を開発し、ヘルスケア分野、特に健診保健産

業分野におけるIT利活用のノウハウを蓄積してきた。

　また、当社のバイオ事業部では、遺伝子解析、遺伝子診断、

タンパク質のバイオマーカー探索などのバイオ・インフォマティ

クス事業を行っており、その一環で社団法人バイオ産業情報化

コンソーシアム（以下、JBIC）の会員企業と共同でこのバイオ

技術を使ったオーダメイドヘルスケアサービス実現のための調

査、研究を推し進めている。

2. マイきときとダイアリー」の概要

3. 「保健指導スケジュール管理システム」
　  の概要
　特定保健指導を行う保健師、管理栄養士は、年間数十人～

数百人の指導対象者への継続的指導が必要である。そのため

には保健指導を多人数にもれなく行うためにスケジュール管

理を行うことと、適切で効率的な保健指導を行うための過去

の指導内容、指導履歴を簡便に参照できる仕組みが必要である。

そこで平成２０年度から始まった特定健診・保健指導に向けて

新たに「保健指導スケジュール管理システム」を開発し、「マ

イきときとダイアリー」と連携してシステムを提供した。

3.1  システムの概要
　「保健指導スケジュール管理システム」は、支援計画の立案、

指導対象者の管理、指導記録の一括管理を支援するシステム

である (図２)。指導者はシステムに登録した支援スケジュー

ルに従って対象者の保健指導カルテを作成することができる。

また、｢マイきときとダイアリー｣との連携機能により、対象

者の行動目標の日々の実践状況のオンライン確認と継続支援

ができる。

　このシステムは、医療保険者だけでなく、保健師、管理栄

養士がいる地方自治体の保健センターや健康管理センター、

医療保険者からアウトソーシングで保健指導を請け負う健診

事業者、地域住民の健診や保険指導を行う医療機関など様々な

機関の利用を想定して開発した。

図２ 保健指導スケジュール管理システムのイメージ

4.  オーダーメイドヘルスケアとは

図３  現在のヘルスケア産業

　近年、医療・健康分野において「オーダーメイド」というキー

ワードが注目されている。例えば、オーダーメイド医療（ord-

er-made medicine)とは、一人一人の個性にかなった医療を

行うことを言う。特に２００３年にヒトゲノム計画によるDNA配

列の解読が完了したことや個々人で異なる一塩基多型(1)の研究

が進んできたことで、個人ごとにどの治療薬がその患者に有効

であるかどうか、あるいは個人ごとに投薬量や副作用を見積も

るなど、がん治療においてできるだけ副作用のない治療薬を投

与することなどが期待されるようになってきた[1]。

　同じように健康分野においても、一人一人の個性にかなった

健康づくりを行うことを「オーダーメイドヘルスケア」と言う。

ヒト遺伝子解析の急速な発展によって、多くの肥満関連遺伝子

が見つかってきている。肥満の原因となる脂肪細胞の肥大は、

インスリン抵抗性や血管内皮に異常を引き起こすことで糖尿病、

高血圧などの生活習慣病へと進んでいく。メタボリックシンド

ロームは、これらの疾患の基礎病態であり、個々人の肥満関連

遺伝子を調べ、その体質にマッチした予防法を実践することで

健康寿命の延伸につながる[２]。

4.1  現在のヘルスケア産業の状況
　現在のヘルスケア産業は図３にあるように、健診保健産業、

健食産業、フィットネス産業、健康機器産業、その他ＣＡＭ関

連産業に分類できる。健診保健産業は健康診断などを行う健診

事業者が学童健診、企業健診、住民健診などを行うことで、国

民の疾病の早期発見（２次予防）に取り組んでいる。しかしな

がら生涯を通じた健診情報の一括管理はなされておらず、医療

機関との医療情報との連携もほとんどなされていない。

　健康食品メーカーは、機能性食品やサプリメントを製造・販

売することで、国民の健康増進・維持、疾病リスクの低減に食

品の面から寄与している。日本では１９９１年に「特定保健用食

品制度」を制定し、世界に先駆けて食品の健康表示に関する法

整備を行った。ただし、特定保健用食品は、薬事法の制限から

効能を記載することは認められておらず、「血圧が高めの方に･･･」

「体脂肪が気になる方に･･･」などの表現に限定されており、

そのカテゴリー（範囲）も厳しく制限されている。また、健康

に関する様々な情報が氾濫しているがその多くはエビデンス（根

拠）が不明確であり、そのため国民は自己判断で健康食品やサ

プリメントを購入しているケースがほとんどである。

　フィットネスクラブなどの運動施設は、医療機関と連携して

医療とフィットネスを関連づけた「メディカルフィットネス」

を進めている。個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾

患の予防、アンチエイジングを目指している。

　健康機器メーカーは、歩数計、体脂肪計など自宅で簡単に健

康度を測定できる機器や、フィットネスクラブや介護施設など

で利用する機器を製造・販売することで、国民の健康増進・維

持、疾病リスクの低減、介護予防などに診断・運動の面から寄

与している。

　補完代替医療(2)は、医療保険として認められていないものが

多いが、治療のみならず疾病の予防や健康維持を包含しており、

広くヘルスケアサービスとして普及している。ただし、古く

から経験的に用いられ安全性が確認されているものも多いが、

玉石混交であり科学的検証が必要である。

　ヘルスケア産業のサービスの流れは、健保・国保組合を通

じて被保険者・被扶養者に、自治体を通じて住民に、学校を

通して児童・親に、医療機関を通して患者に、企業を通して

従業員に、それぞれ仲介者を経由してサービスを提供している。

またそれぞれの受益者に対して直接サービスを提供しているケー

スと両方ある。

4.2  オーダーメイドヘルスケア
　オーダーメイドヘルスケアの概念は、個々人にあった、最

適なヘルスケアのサービスを提供することであり、具体的に

は個々人の特性を把握し、個々人にあった健康増進プログラ

ムを提供し、その増進の度合いをタイムリーに把握すること

で実現する。

　個々人の特性の把握方法は、様々な健康バイオマーカー(3)を

利用することで可能になる。現在健康バイオマーカーは疾患

の予防、日常の健康管理、健康食品の評価、環境因子の評価、

運動や生活習慣の評価などに広く活用されつつある。具体的

には、以下の通り個々人の特性を明確化できる。

●  加速度、呼吸センサーなどを使い身体運動シグナルの把握

●  肥満関連遺伝子、酸化ストレス関連遺伝子、脂質関連遺伝

　子などを使い健康生理シグナルの把握

●  ストレスセンサーを使いストレスシグナルなどの把握

● 栄養成分測定ツールなどを使い栄養バランスシグナルの

　把握

●  非観血的サイトカイン測定ツールなどを使い免疫シグナル

　の把握

●  視聴覚測定ツールなどを使い感覚器シグナルの把握

　個々人にあった健康増進プログラムの開発工程においても、

健康バイオマーカーは利用できる。特定健診・特定保健事業に

おける生活習慣改善指導で運動プログラム、栄養改善プログラ

ムの開発や、健康食品分野における個人の資質、体質別の機能

性食品（いわゆるオーダーメイド食品）の開発も可能となる。

　さらに、これら個々人の健康増進の度合いをタイムリーに把

握するためには、健康情報センターの仕組みが必要である。健

康情報センターでは、長期にわたる健康データを共通の健康基

準データのもとに収集・解析する。大学、研究機関、産業界で

の研究成果とあわせて新たな科学的健康知識も蓄積し、そのデー

タと健康情報、健康増進の度合いをタイムリーに提供すること

で個々人に最適な健康情報が提供できる。

図４  オーダーメイドヘルスケア産業

　厚生労働省では、平成２０年度から始まる特定健診・特定保

健指導を行うにあたって、平成１８年度に「メタボリックシン

ドロームに着目した標準的な健診・保健指導プログラム（暫定

版）」を策定し、この暫定版に沿った準備事業として、全国３地域

でメタボリックシンドローム対策総合戦略事業（実証実験）を

実施した。当社は、この実証実験に参画し、健康保険組合から

健診の依託を受けた健診事業者に対して、「マイきときとダイ

アリー」を提供した。

2.1  システムの概要
　「マイきときとダイアリー」のヘルスダイアリー機能では、

利用者が家庭や職場の自分専用のWebブラウザから運動や食

事や休養など生活習慣に関する問診を入力することで、エクサ

サイズガイド、食事バランスガイドの考え方に基づいた様々な

アドバイスを受けることができる。また「毎日１万歩歩く」「休

肝日を週1回は作る」「６ヶ月で体重を５kg減らす」などと自

分自身で設定した行動目標に対して、その実践記録と日々の体

重変化や歩いた歩数などをインターネット上のダイアリーに入

力することで、定期的に保健師または管理栄養士から励ましと

アドバイスが返ってくる。

　お食事日記機能は、利用者が一日の食事内容を携帯カメラで

撮り、簡単な献立説明と共に携帯電話で送信することで、管理

栄養士が食事バランスガイドに基づいて一日の栄養バランスを

チェックし、携帯電話などにコメントやアドバイスを返す。ま

た、詳細な食事バランスチェックシートを出力し、利用者との

面談時に利用する。

2.2  特定保健指導の流れ
　特定健診を受診した時に腹囲が男性で８５cm以上、女性で９０

cm以上の方を対象に、健診結果（血糖値、コレステロール値、

血圧値）と、標準的な質問票（喫煙歴、服薬歴）から情報提供、

動機付け支援、積極的支援に階層化する。

　さらに、積極的支援の対象者には、図１に示すように、事前

に行動変容質問票や生活習慣病に関するパンフレット、保険指

導の案内（日時・会場）などを配布し、個人毎あるいは集団で

初回面談を行い生活習慣改善のための目標を設定する。３ヶ月

後の中間面談を行うまでの間は、継続支援としてヘルスダイア

リーを利用して日々の目標の達成度を把握しアドバイスを行う。

並行して、お食事日記を使った食事アドバイスも実施する。中

間面談では、それまでの目標の達成度に応じて、目標の変更、

追加などを行う。中間面談後６ヶ月目の最終面談までの間も同

じように、ヘルスダイアリー、お食事日記を使ったアドバイス

を行う。最終面談では、利用者の身体状況（腹囲、体重など）

や生活習慣にどの程度変化が見られたかについて確認・評価を

行う。

2.3  システムの導入評価
　当社の「マイきときとダイアリー」に対する評価としては、

面談回数を増やすことなく利用者と指導者とのコミュニケーショ

ンが取れたことと、電話や郵便に比べて簡単に、確実に、タイ

ムリーに保健指導を行うことができたことがあげられた。具体

的には、指導者が利用者の記録状況を随時把握できたため、状

況に応じたコメントを入力するなど十分なコミュニケーション

をとり、各自が立てた目標の達成度に寄与できた。さらに、指

導者の業務の効率面からも実際に面談を行うことに比べて時間

的、精神的な負担も随分軽減することができた。

　システムサイドとしては、過去ほとんど蓄積されたことのな

い日常の生活情報、保健指導情報の健康データベースの構築お

よび評価を行うことができた。

5.  オーダーメイドヘルスケア産業への
        変革に向けて

　ヘルスケア産業は、健診保健産業、健食産業など、健康情

報を管理したり、提供したりするシステムが有効な領域の多

い産業である。当社は、特定健診・特定保健指導事業の制度

開始にあわせて、先行事業者として保健指導関連支援システ

ム「マイきときとダイアリー」、「保健指導スケジュール管

理システム」を開発して健診保健産業分野でサービスを開始

しているが、制度の中間評価が行われる平成２２年度に向けて

より高付加価値化が必要と考えている。

　そこで、今までの取組み実績を踏まえ、国の動向を見極め

ながら、世の中の流れの先を走るために、当社として以下の

研究開発を推し進めることにしている。

(１) オーダーメイドヘルスケア実現のために必要な健診情報、

保健指導情報、メンタルヘルス情報などの収集方法、評価・

分析方法

(２) ヘルスケア分野における先進的なメインプレーヤーと先

進的なユーザの発掘

(３)ネットワーク、データベースの構築、標準化に関する国の

動向、メーカー動向の把握と当社のスタンス、参画方法に

ついての検討

(４)バイオ事業部として過去15年にわたって取り組んできた

バイオ関連のノウハウを生かした個人を特定化するゲノム

情報に基づく個別化健康管理の研究

YAGO Tomoko

矢後　智子  

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

OYAMA Takuya

尾山　卓也 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「保健指導スケジュール管理システム」の開発に従事

KITANO Kagehiko

北野　景彦 

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部
● 「マイきときとダイアリー」「保健指導スケジュール管理システム」
　の開発に従事

MURAMOTO Hiroshi

● 株式会社インテックシステム研究所　バイオ事業部　
　グループマネージャ

村元　浩

　４.２で、現在のヘルスケア産業がオーダーメイドなヘルスケ

ア産業へと変革していくために、健康バイオマーカーと健康

情報センターが必要な要素であると書いた。

　しかしながら、それ以前に現状のヘルスケア産業で使用さ

れている健康情報の多くはエビデンスが不明確である。さらに、

健診結果などの検査データの基準値は集団平均値であって、個

人の体質に応じた基準値になっていない、個人単位での時系列

データである健康診断データは保全管理が不十分で医療機関で

の検査結果との突合せもほとんどなされていない。また、国民

はヘルスケア産業サイドからのシーズ主導やマスコミなどのメ

ディア主導の、ある意味場当たり的な健康ブームに乗った状況

にあるといえる。

5.1  変革のための課題
　様々な健康バイオマーカー開発の技術的な背景としては、

(１)個人情報に関する厳格なセキュリティなどのＩＣＴ技術、

(２)低侵襲(4)で簡便な採血法や血液検体前処理の自動化・簡便

化に関する技術、(３)個人の特性、体質を診断するためのポス

トゲノム解析技術[３]、などの進展が必要である。

　健康情報センターを構築するために、(１)長期にわたって健

診データ、生活習慣データ、食環境データなどを収集できる仕

組み、(２)収集した個別時系列データを解析するために、統計

的に意味のある母集団での共通の基準データの確立、(３)収集

したデータの真正性、見読性、保全性の確保、(４)個人が必要

なときに簡便に、安価に入手できる仕組み、などが必要である。

そのための技術基盤として、(１)健康データの内容・取得・運

用技術の標準化、(２)健康データを簡便に取得する測定機器の

ユビキタス化、(３)新たな知見を創出する解析技術の開発、(４)

標準化による相互運用技術の確立が必須である[３]。さらにそ

れを支える社会基盤として、健康情報センターの運営母体を明

確にしていく必要がある。

5.2  国の取組
　国は、国民が健康情報や診療情報などの自己の健康情報を容

易に収集し、生涯を通じて保有し、その上で情報を自己の健康

増進に最大限活用するための情報基盤を構築するため、平成２０

年度から平成２２年度にかけて、経済産業省、厚生労働省、総

務省の３省連携のもと「健康情報活用基盤構築のための標準化

及び実証事業」を以下のとおり実施することになった。

必要な情報交換規約などの標準化や、セキュリティ要件など

の制度面などの検討

上記検討を踏まえつつ、以下のことを統合した実証事業を実

施するとともに、その結果を の検討へフィードバック

●  自分自身の健診情報・診療情報などを電子的に収集・管理・

　活用できる健康・医療情報システム

●  医療機関内の情報化により、情報システムを有していない

　診療所などが外部に診療情報を依託することができる診療

　情報システム

　この実証事業の成果により想定される効果として、(１)国民

の健康に関する意識や知識の向上による健康増進、(２)個人の

健康情報を活用し、個人にあったオーダーメイドのサービスを

提供するビジネスの拡大、(３)医師が患者の過去の健康情報を

確認することによる、より適切な医療サービスの実現が期待さ

れる。
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●生涯を通じての健診情報の一括管理はなされておらず、医療機関との連携もされていない
●国民は自己判断で健康食品やサプリメントを購入
●個人の状態をメデイカルの側面から診断し、疾患の予防、アンチエイジング
●国民の健康ブームにのって歩数計、体脂肪計等自宅で簡単に健康度を測定できる機器が流通    
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（1）一塩基多型：遺伝情報は塩基と呼ばれる4種類の化学物質の配列で記録されている。ヒトの場合には約30億個の塩基があり、1000～2000個に1個の割合で、各個人によって異なる配列部分が
　  存在する。

（2）補完代替医療：現代医学（西洋医学）以外の医学や医療の総称で、その多くは科学的未検証および臨床未応用の医学・医療体系である。
（3）健康バイオマーカー：健康度を測定するために、生体内の生物学的変化を定量的に把握する指標（マーカー）。

（4）低侵襲：侵襲とは人体を切開したり、その一部を切除する行為のことで、低侵襲とはできるだけ侵襲を低く抑えることをいう。

図１  積極的支援の特定保健指導の流れ
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