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2 openEHR の最新状況 

2.1 openEHR の概要 

現在の医療情報システムが抱える問題と openEHR 誕生の背景 

 現状の医療情報システムには、さまざまな問題が指摘されている。システム間における

データの相互可用性もその一つである。そのためにいくつも「標準規格」が提案されてい

るが、現実の医療情報システムは複雑に過ぎるため、この問題を一発で解決する「銀の弾

丸」はないのが現状である。openEHR プロジェクトもまた、この問題に取り組むプロジェ

クトの一つであり、2008 年 2 月に標準化された ISO/CEN 13606 標準との関連で注目され

ている。 

 openEHR プロジェクトは GEHR(Good European Health Record)プロジェクトに端を発す

る[1]。 EU は 1988 年に先進的情報学イニシアチブ(AIM Initiative;  Advanced 

Informatics in Medicine initiative)を発足させ、ヨーロッパでの研究や技術開発のた

めに幅広い分野を網羅するプログラムフレームワーク(Framework Programme)を開発する

こととした。この中で、健康に関連するフレームワークは以下のような目的を設定された。 

・診療記録や知識を理解しやすい形式で、互換性を保持しつつ効率よく伝達する手段を提

供する。それによりヨーロッパでの健康情報に関するアクティビティを統一し、健康情報

システムを統合することができるようにすること。 

・製品やサービスに対する技術的基盤を進歩させ、大小のヨーロッパ企業が創造したもの

を商用化していくことで競争力を高めていくこと。 

・診断と治療の進歩による生活の質（Quality of Life)の向上と、大衆のヘルスケアにつ

いての知識や自覚を増やし、向上したサービスをより広く提供するため 

 つまり、当初の時点で現在の EHR (Electronic Healthcare Records)が想定されていた。

これらの要件を満たすような開発提案が 1989 年に公募された。St. Bartholomew 医科大

学の講師であった Dr Sam Heard とベルギーの腫瘍内科医であった Dr Alain Masken が共

同でコンソーシアムを結成して EHR アーキテクチャに関する作業を行うこととし、St. 

Bartholomew 医科大学の医療情報学教授である David Ingram がプロジェクトリーダーと

して招かれた。1991 年に The Good European Health Record(GEHR)プロジェクトとして

AIM に共同で提案され、採択された。プロジェクトは 1992 年 1 月より開始され、1994 年

に終了するまで営利非営利合わせて 21 の団体が参加した。その成果についての資料は、

開発メンバーの多くが移籍した University College of London(UCL)のサイトで閲覧でき

る[2]。 
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GEHR プロジェクトの成果であるオブジェクト指向による臨床モデルは終了後も様々な議

論が重ねられた。英国では、UCL に移籍したメンバーにより Synapses プロジェクトとし

て 1995 年から 1998 年にかけて引き続き研究が進められた[3]。ここでの大きな成果は、

臨床オブジェクトを高次のデータ構造モデル(Synom)と臨床内容をあらわすモデル(Synod)

にわけて表現するというアーキテクチャが示されたことである。オーストラリアでは、

Sam Heard と Thomas Beale により GEHR モデルを実装することにより改良する試みが進め

られていた。これが、アーキタイプによる 2 段階モデリングである[4]。その後、アーキ

タイプと、Synom/Synod の手法とは大部分が同じものであることがわかり、ハーモナイズ

が進められた。 

これらの研究が進められる中、さまざまな標準化団体と GEHR モデルの妥当性についての

論争が繰り広げられたが、あまり成果は得られなかった。彼らは実装に基づく評価なしで

は標準化を進めることは不可能であるという結論に達した。1998 年に GEHR プロジェクト

とそれに関連した作業の成果をまとめる形で CEN プレ標準として CEN ENV 13606 が提案さ

れた。1999 年後半にはオーストラリアのチームと UCL のチームが合同で臨床に関するド

メインモデルを標準化していく団体を設立することとなった。これが openEHR プロジェク

トである。openEHR 財団は openEHR プロジェクトを推進し、EHR についての標準仕様と臨

床モデルを提供し、その実装をオープンソースソフトウェアとして公開することを目的と

している。 

 その後、openEHR はヨーロッパ、オーストラリアを中心に広がりを見せている。現在で

は、75 か国から、臨床家、エンジニア、研究者、政府機関などのさまざまな背景をもつ

1000 人以上のメンバーが openEHR プロジェクトに参加している[5]。コアとなる実装は当

初 Eiffel によるもののみであったが、現在では Java、C#での参照実装が公開されており、

Python、 そして Ruby も開発中である。これらの実装を利用したシステムも開発され、実

用段階にあり、ヨーロッパ、オーストラリアを中心に南米やアジア圏にも広がりを見せて

いる[6]。 

 

【HL-7 との比較】 

 openEHR コミュニティの主要メンバーは HL-7 のメンバーでもあり相互に影響を受けて

いる。それは、openEHR の参照モデルの構造と HL-7 CDA を比較してみると共通する部分

が多いことからも推察できる(表 1)。筆者が考えるもっとも大きな違いは、HL-7 がシステ
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ム間でやりとりされるメッセージを標準化しようとしているのに対して、openEHR は EHR

で扱われる臨床情報のモデリング手法を標準化しようとしている点にある。 

表 1 openEHR と HL7 の比較[7] 

openEHR  CEN/ISO 13606  HL7  CDA  

Health Record    

An extract of an EHR  Extract of EHR  Multi document message  

Folder  Folder   

Composition (versions)  Composition (+/- versions)  Document (Version number)  

Section  Section  Section  

(ENTRY)  Entry  (ENTRY)  

• Observation   • Observation  

• Action   • Act  

• Evaluation   • Substance 
administration  

• Instruction   • Supply  

Cluster  Cluster   

Element  Element   

 

【意味論的相互可用性のためのデータ標準化】 

 医療においては同じタイプの情報であっても状況や場合により多様に解釈される意味を

持つことがある。たとえば、単に血圧といっても以下のようなユースケースでは意味する

ところが異なる。 

1. 緊急時におけるバイタルサインとしての患者血圧 

2. 慢性的な高血圧性疾患患者が家庭で測定した血圧 

3. 糖尿病性神経障害により起立性低血圧をきたしている患者の血圧 

4. 透析前後での患者血圧 

 1.の場合には秒単位での時間情報も必要とされるのに対して、2 において時間情報はあ

まり意識されず、日付とせいせい「早朝」「夕方」「寝る前」といった情報を伴えば十分
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である。3 の場合には時間よりも立位、座位、臥位といった血圧測定時の姿勢についての

情報が必要となる。4 の場合は透析時間、処理血液量、除水量といった情報も必要となる。

測定された血圧データがどのような背景をもつのかといった情報が臨床判断を行う上で重

要であるが、メッセージ上にそのような情報がない場合には送られてきたメッセージから

リバースエンジニアリングして送り元の状況を人間によって考察する必要がある。 

 それゆえに、医療情報システム間や医療機関同士での情報共有を考えるときに、どの情

報をどの粒度で交換するか、どこまで標準化をすすめるか、どのように情報に制約をもた

せるかということが重要な課題となる。すべてのシステムのすべてのデータをメッセージ

に乗せて共有することは不可能であり、既存のシステムで保存されている情報の粒度も異

なるため、もっともよくある状況において最低限必要とされる情報という最大公約数的な

妥協点とを標準とされることも多い。標準に基づいて送られてきたメッセージが元のシス

テムにおいてどのような状況で生成された情報であるのか、個別の状況において必要とさ

れる情報であるかどうかは、あらかじめ定められたメッセージ形式と、実際に受け取った

メッセージを見て人間が判断せざるを得ない。意味論的整合性をもつ情報であるかどうか、

コンピュータで判断できれば、人手に頼らず大量の臨床データを処理して蓄積することが

できる。そのためには、電子情報に意味論的背景を持たせる必要がある。メッセージに対

して意味論的整合性を持たせるために、HL-7 と openEHR は異なった取り組み方をしてお

り、これが両者にとっての決定的な違いとなっている。 

 

【HL-7 の参照情報モデル (RIM; Reference Information Model) と臨床文書アーキテク

チャ(Clinical Document Architecture)】 

 HL-7 では、臨床情報を Entity、 Role、 Participation、 Act、 ActRelationship、 

RoleLink の概念に区分して整理された RIM を中核として定義している。RIM で使用される

ボキャブラリは HL-7 ボキャブラリドメインである。CDA Release 2 では、ユースケース

ごとの具体的な臨床情報モデルを RIM の組み合わせで表現される詳細化メッセージ情報モ

デル(R-MIM; Refined Message Information Model)として表現し、そこから XML スキーマ

として CDA が導出される。理論上は、ユースケースに応じて作られたメッセージであって

も RIM に分解することで、細部を他のユースケースに再利用することができるなど、柔軟

で効率のよい情報共有ができるはずであるが、このアプローチには大きな問題点がいくつ

かある。 

1. 臨床には無数のユースケースが存在するため、無数の R-MIM と CDA が生成される 
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2. 表現に自由度が高いため、様々な解釈のもとで多様な CDA が生成される。つまり、

抽象度の高い RIM からの導出で具体的な CDA 生成に至る間に加えられる制約に関し、その

制約を課する過程が透明でない。このことは、Archetype において、ADL 言語を使用し制

約を明示的に扱い、透明性を確保していることと対照的である。 

3. 適合基準では、送り手側は CDA の叙述的部分を受け手が表示できるために文書を構

成できることのみに責務があり、ヘッダなどの情報を解釈するのはすべて受け側の責務と

されているため、送り手側の意図とは異なって受け手側が解釈することを避けるための手

段がない。 

 本邦においては、2008 年 4 月に始まった特定検診制度で HL-7 CDA Release 2 を使用し

た標準形式による情報蓄積が試みられている。HL-7 に関する開発を補助するために特定

検診の Web サイト(http://tokuteikenshin.jp)には、関連するライブラリやツールが手供

されている。しかし、2008 年 4 月以降、これらのソフトウェアのバージョンが 1 か月以

上安定していた時期はない。バージョンアップされた内容の詳細を見てみると機能追加で

はなく、不具合の修正が主体であることからも推察されるように、XML 文書の互換性に関

して混乱がみられていることを評聞している。HL-7 CDA は世界的にもっとも期待される

医療文書の標準規格でありながら、欧州において管理コスト、開発コストの高さが指摘さ

れている[7]。 

 

【アーキタイプと二段階モデリングによる臨床情報モデリング】 

 一方、openEHR では、臨床情報モデルをアーキタイプオブジェクトモデルとして共有す

ることで意味論的整合性を取ろうとしている。アーキタイプの構造を図 1 に示す。アーキ

タイプはアーキタイプ定義言語(ADL; Archetype Definition Language)という形式言語で

記述される[8]。ADL にはデータを表現する dADL(data ADL)と制約を表現する cADL

（constrain form of ADL）とがあり、データ形式を定義すると同時に制約を与えること

ができる。ADL を使用して、アーキタイプには各項目についてデータ型、言語情報と他の

言語に翻訳した内容、SNOMED や LOINC といった用語体系で与えられたコード、必須項目

かどうかといった情報に加えて取りうる値の範囲などの制約について明示することができ

る。アーキタイプを定義するには、診療情報についての専門家である臨床家が中心となら

なければならない。コンピュータのエキスパートでない臨床家であっても、ADL の存在を

意識することなくアーキタイプを定義できるように openEHR のサイトにはオープンソース

ソフトウェアとしてツールが提供されている。定義されたアーキタイプを共有することで、
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アーキタイプから生成される機械的可読性のある臨床情報インスタンスを共有することが

できる。 

アーキタイプオブジェクトモデルの特徴はドメイン特有の情報についての情報構造モデリ

ングと、その構造モデルによる臨床データのモデリングという 2 段階モデリングを行うこ

とにある。そのメリットは、臨床データが変化しても機械可読性を持つ構造部分が維持さ

れるため、新たなソフトウェア開発をしなくて済む点にある。医学の進歩により臨床デー

タモデルが変化しても永続的なデータ管理が可能であると考えられている[4]。 

参考資料として、リスト 1に血圧をあらわすアーキタイプを掲載した。血圧に関して、臨

床家が求めるすべての項目を網羅するように設計されている。HL-7 CDA Release 2 で RIM

から R-MIM が導出されるように、ユースケースに応じて特定のアーキタイプから必要な部

分だけを抜き取り、他のアーキタイプと組み合わせてテンプレートを作成することもでき

る。RIM とは異なり、ユースケースが変わってもアーキタイプは変化しないため、 意味

論的相互可用性を保ったまま、細部のデータを再利用することも可能である。 
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               図 1 アーキタイプの構造[8] 

 

【openEHR と ISO/CEN 13606 との関連】 

上述の通り、openEHR はそのコミュニティにより開発が進められている。一方で、

ISO/CEN 13606 標準は CEN や ISO での議論の元で標準化プロセスが進められている(図 2)。

openEHR プロジェクトによる仕様は実装によるフィードバックを受け、日々改良が進めら

れているが、それらの仕様が CEN や ISO で議論され、承認されるには年単位の時間がかか

るため、現在の ISO 13606 は 2002 年に公開された openEHR 0.85 仕様相当のままである
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(図 3)。したがって、ISO 13606 は 2008 年に承認された比較的新しい規格でありながら、

openEHR 仕様としては古いものであることに注意する必要がある。現在 openEHR プロジェ

クトで開発されている仕様は順次、ISO に取り込まれていく予定となっている。 

 

ＩＳＯ  １３６０６  ａｎｄ  ｏｐｅｎＥＨＲ  

・13606 

― Standard in 5 parts 

― 5 years work and input from European volunteers in TC251 

― Some difficult negotiations and changes 

― 2007: Acceptance by the majority of European States 

― 2008: Undergoing ISO process 

・openEHR 

― Community generated specifications based on implementation 

experience over 10 years 

― Ongoing development. 2006 (1.0). 2007 (1.0.1) 

図 2 ISO13606 と openEHR[7、 9] 

 

 

図 3 GEHR/openEHR 仕様と CEN/ISO 13606 標準の時系列[7、 9] 

1991 年 
 
1998 年 
 

2000 年 
 
2002 年 
 
2004 年 
 
2005 年 
 2006 年 
 
2008 年 
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【openEHR の三層構造と Archetype】 

 openEHR アーキテクチャは、参照モデル、アーキタイプモデル、サービスモデルの 3 つ

の抽象階層で構成されている(図 4)[10][11]。前述の通りアーキタイプはアーキタイプ定

義言語(ADL; Archetype Definition Language)と呼ばれる形式言語で表現される[4][8]。 

 

          図 4 openEHR アーキテクチャの三層構造[8、 9] 

 

・参照モデル(RM; Reference Model) 

 これは health record そのものを記述するためのデータの構造モデルであり、臨床デー

タを含まない。参照モデルはフォルダやコンポジションのようなコンテナを扱うものであ

る(図 5)。 コンポジションは文書よりも広い概念であり、複数の文書を含むものである。

たとえば、心電図レポート、カルテ、検査レポートや紹介状といった複数の情報単位

（Entry）を含むものがコンポジションである。 
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               図 5 参照モデルの構造[7] 

 

・アーキタイプモデル(AM; Archetype Model) 

アーキタイプは臨床において意味を持つエントリーやセクション、コンポジションを記述

するためものオブジェクトモデルである。これらはシステム間での連携を可能にするため

の形式的な方法として表現される。前述の通り血圧を表すアーキタイプは血圧測定に関し

て臨床家が必要とするかもしれないすべての情報を記述できるものという意味があり、情

報に対して制約を与えるという側面もある。 SOAP アーキタイプは問題志向型の診療記録

（POMR）の各セクションを記述するものである。たとえば診断だけであれば、A のセクシ

ョンにしか記載してはならない。 テンプレートは利用者の書式についての論理的モデル

であり、特定の書式から集められたデータや用語を選択して利用するアーキタイプとして

記述される。 
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・サービスモデル(SM; Service Model) 

このモデルは openEHR のアーキテクチャは人間がコンピュータを通じて使用されるもので

あるという視点にたっている。サービスモデルは、EHR に関連したコンピュータ環境にお

ける主要なサービスを定義するものとして構成されている。EHR レポジトリに対して、問

い合わせを行ったり修正を加えたりするような API はこのサービスモデルに含まれる。 

 

【他の標準との関連】 

openEHR の仕様は、利用している関連する標準に対して可能な限りの互換性を保つような

方式で準拠している。openEHR に関連する標準は、以下に列挙する範囲に及んでいる[10]。  

 

【openEHR に対する評価に用いるべき標準】 

以下の標準は、openEHR と他の関連する仕様やシステムとの規格面での比較手段を提供す

るための、ハイレベルの要求事項もしくは適合基準を定義するものである。  

 

• ISO/TR 20514. Health informatics - Electronic health record - Definition、 

scope、 and context. ISO TC 215/WG 1.  

• ISO/TS 18308. Technical Specification for Requirements for an EHR 

Architecture. ISO TC 215/WG1.  

 

【openEHR 仕様の設計に影響を与えた標準】 

以下の標準は、openEHR 仕様の設計に影響を与えた。  

• OMG HDTF Standards - general design  

• CEN EN 13606:2006: Electronic Health Record Communication  

• CEN HISA 12967-3: Health Informatics Service Architecture - Computational 

viewpoint  

 

【openEHR アーキタイプの設計に影響を与えた標準】 

以下の標準は、主に診療行為や概念に関するドメイン・レベルのモデルであり、openEHR

のアーキタイプやテンプレートの設計に用いられている。  
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• CEN HISA 12967-2: Health Informatics Service Architecture - Information 

viewpoint  

• CEN ENV 13940: Continuity of Care.  

 

【openEHR の"内部"で使用される標準】 

以下の標準は。openEHR の細粒度のレベルで用いられるか、参照されている。  

• ISO 8601: Syntax for expressing dates and times (used in openEHR Quantity 

package)  

• ISO 11404: General Purpose Data types (mapped to in openEHR assumed_types 

package in Support Information Model)  

• HL7 UCUM: Unified Coding for Units of Measure (used by openEHR Quantity 

data type)  

• HL7v3 GTS: General Timing Specification syntax (used by openEHR Time 

specification data types).  

• some HL7v3 domain vocabularies are mapped to the openEHR terminology.  

• IETF RFC 2440 - openPGP.  

 

【コンバージョン・ゲートウェイで要求される標準】 

以下の標準は、openEHR を使用するためのデータ変換で使用される。  

• CEN EN 13606:2005: Electronic Health Record Communication - openEHR とＣＥ

ＮＥＮ13606 とは積極的に互換性をメンテナンスしているため、ほぼ直接変換が可能  

• HL7v3 CDA: Clinical Document Architecture (CDA) release 2.0 -  かなり近似

した変換が可能と思われる 

• HL7v3 messages. HL7v3 のメッセージ仕様やメッセージ・スキーマの多様性が流動

的であるため、現時点での変換品質は不明  

• HL7v2 messages. HL7v2 メッセージ・データのインポートは技術的には困難ではな

く、既にいくつかの openEHR システムで使用されている。openEHR からのエクスポートも

可能と思われる 
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【一般的な技術標準】 

以下の標準は、openEHR において使用または参照されている。  

• ISO RM/ODP  

• OMG UML 2.0  

• W3C XML schema 1.0  

• W3C Xpath 1.0  

 

【openEHR の今後と日本での対応】 

 openEHR が抱えるもっとも大きな問題点は更なる普及と知名度の向上である。European 

commission がヨーロッパを中心として国際的に医療情報の専門家を対象として 2008 年に

行った調査では、医療情報標準規格として HL-7 は 90%が重要であると答えたのに対して、

openEHR は 65%が重要とするにとどまった。その背景としては、使用実績が HL-7 に比べて

少なく知名度が低いことがあげられていた[7]。 

 しかし、HL-7 に先駆けて openEHR 仕様が ISO 標準となったインパクトは大きく、今後

重要な位置を占めていくと考えられる。日本においては医療情報の標準規格として MML、

HL-7 が実績を積み重ねているが、ISO 標準化されたことにより openEHR についての関心が

急速に高まっている。2007 年 2 月に openEHR に関連する日本語情報を集積するために

openehr.jp が有志により立ち上げられた(http://openehr.jp)。2008 年 5 月に openEHR プ

ロジェクトの中心メンバーである Leslie 夫妻を招いて Seagaia meeting で講演をしてい

ただいた。第 28 回医療情報学連合大会では openEHR プロジェクトのディレクターである

Sam Heard が招聘され、特別講演を行った。 

 日本においてアーキタイプを利用するには、データのより厳密な相互可用性のために

SNOMED のような用語体系を整備していくことが一つの課題となる。さらに、ヨーロッ

パ・オーストラリアで開発されたアーキタイプが日本の実情に適合するかどうか検討する

必要がある。その上で、日本特有の事情に応じたアーキタイプを集積するリポジトリも構

築していく必要がある。 

 日本では、海外から医療情報の規格やノウハウを輸入して日本の実情にいかに適応させ

るかという試みがこれまで重要視されてきた。しかし、openEHR プロジェクトのようなオ

ープンソースソフトウェアプロジェクトでは、いかにコミュニティに貢献したかが重要視

される。日本の実情に即した openEHR 仕様の適応や、日本の臨床モデルのアーキタイプ化
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も重要な課題であるが、それだけでは海外にはあまり貢献しない。日本での開発経験をも

とに問題点や議論を openEHR コミュニティで行い仕様に反映させるためには、発言力の裏

付けとなるコミュニティへの貢献と正当な手段が必要となる。その意味において、

openehr.jp で行われている Ruby による参照実装プロジェクト[12]は今後重要となる可能

性がある。 
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リスト１ 血圧を示すアーキタイプ 

 

Header 

   Concept: 血圧 

 

Definition 

   OBSERVATION 

 

  DATA = { 

      Structure = LIST 

      Items ordered 

         収縮期 (0..1) 

         1つ以上の脈の間で最高値を示す全身の動脈圧 - 心機図の収縮期で測定される 

           DataType = Quantity 

           Constraint: Physical property = Pressure; 

              Units = mm[Hg]; >=0; <1000; 

 

         拡張期 (0..1) 

         1つ以上の脈の間で最低値を示す全身の動脈圧 - 心機図の拡張期で測定される           

DataType = Quantity 

           Constraint: Physical property = Pressure; 

              Units = mm[Hg]; >=0; <1000; 

 

         平均動脈圧 (0..1) 

         (MAP; Mean Arterial Pressure) 心臓の収縮期と拡張期を通じて発生している平均

的な動脈血圧 – (2 X 収縮期圧 + 拡張期圧)÷ 3で計算される 

           DataType = Quantity 

           Constraint: Physical property = Pressure; 

              Units = mm[Hg]; >=0; <=750; 

 

         脈圧 (0..1) 

         1回の収縮サイクルでの血圧の変動 

           DataType = Quantity 

           Constraint: Physical property = Pressure; 
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              Units = mm[Hg]; >=0; <=750; 

 

         コメント (0..1) 

         血圧測定のコメント 

           DataType = Text 

           Constraint: Text; 

 

     STATE = { 

         Structure = LIST 

         Items ordered 

            体位 (0..1) 

            血圧を測定するときの患者の体位 

              DataType = Text 

              Constraint: Internal; '立位'、 '座位'、 '斜位'、 '臥位' 

 

            労作レベル (0..1) 

            測定時の労作レベル 

              DataType = Quantity 

              Constraint: Physical property = Work; 

                  Units = J/min; >=0; <=1000; 

 

 

運動レベル (0..1) 

            運動レベルの分類 

              DataType = Text 

              Constraint: Internal; '安静時'、 '運動後'、 '運動中' 

 

            傾斜 (0..1) 

            被験者が置かれている台表面の傾斜 

              DataType = Quantity 

              Constraint: Physical property = Angle、 plane; 

                  Units = °; >=-90; <=90; 
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     } -- end State 

 

         EventSeries = { 

            任意イベント (0..*)  

              - イベントの履歴における他のイベント 

            Event 

 

            基準測定 (0..1)  

              - イベント履歴の中での基準 

            PointEvent 

            Offset = 0 s 

 

            5分後測定 (0..1)  

              - 5分安静後に測定された血圧 

            PointEvent 

            Offset = 5 min 

 

            10分後測定 (0..1)  

              - 10分安静後に測定された血圧 

            PointEvent 

            Offset = 10 min 

 

            姿勢変化 (0..*)  

              - 座位と立位での血圧変化 

            IntervalEvent 

            Event math function = change 

 

            奇脈 (0..*)  

              - 呼吸による血圧変動 

            IntervalEvent 

            Event math function = variation 
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         } -- end EventSeries 

 

  } -- end Data 

 

  PROTOCOL = { 

      Structure = LIST 

      Items ordered 

         カフサイズ (0..1) 

         血圧計が使用するカフのサイズ 

           DataType = Text 

           Constraint: Internal; '成人用'、 '成人用(大)、 '小児用'、 '下腿用'、 '新生児用' 

 

         測定器具 (0..1) 

         血圧を測定する器具 

           DataType = Text 

           Constraint: Text; 

 

         測定部位(0..1) 

         血圧を測定する部位 

           DataType = Text 

           Constraint: Internal; '右腕'、 '左腕'、 '右脚'、 '左脚'、 '動脈内' 

 

         コロトコフ音 (0..1) 

         拡張期を決定するときに使用されたコロトコフ音の記録 

           DataType = Text 

           Constraint: Internal; '4音'、 '5音' 

 

     } -- end Protocol 
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2.2 臨床モデルの開発プロセス 

1. アーキタイプシステム[1] 

openEHR での臨床モデルは、アーキタイプとテンプレートから構成され、上位概念である

ヘルス情報モデルの基盤として扱われている。こうしたモデルは診療プロセスを支援する

モデルと結び付けられ、計算機化された臨床パスウェイと言う形で、臨床家の意思決定支

援を提供する。ここでは、アーキタイプの開発プロセスを見て、臨床パスウェイへの広が

りを概観する。 

 

アーキタイプの開発および利用のフレームワークとして、openEHR では図 6．で示す「ア

ーキタイプ システム」を提供している。これは二つの部分からなり、一つは、オンライ

ン レポジトリ、協調オーサリング プロセス、レポジトリ検索と研究ツール、品質保証、

テストと承認プロセスを含むアーキタイプ オーサリングネットワークであり、他の一つ

は、アーキタイプの利用展開メカニズムである。アーキタイプレポジトリは、一つのサー

ビスインタフェースに相当し、それはレポジトリへの検索、要求の表示、ライフサイクル

管理などを提供する。一方、アーキタイプの利用展開は、承認されたアーキタイプを実際

のシステムに利用できるようにする個々のアーキタイプ サービス インタフェースがその

役割を担う。 

アーキタイプは分散したローカルな側でも、集中的にセンター側でも作られる場合がある。

したがって、アーキタイプを利用する側にとって少なくとも二つの論理的なレポジトリが

存在する。各論理的なレポジトリは一つの親と結び付けられ、それは、アーキタイプの著

作者の特定グループの視点から単一の論理的なアーキタイプ空間である。 

現在のところ、テンプレートはローカルに作られ、再利用メッセージ構造、国家的あるい

は地域的利用に向けて設計されたレポートに相当するいくつかのテンプレートも存在する。

ローカル利用だけのテンプレートはローカルに管理されるが、再利用テンプレートは、ア

ーキタイプレポジトリフレームワークの中に集積される必要がある。全ての承認されたア

ーキタイプとテンプレートはアーキタイプサービスのインスタンスを通じて利用できる。 

 図 6 のヘルスオーソリティは、国際的あるいは各国で設置運用される可能性があるが、

例えば openEHR では、アーキタイプのオーサリングを管理、監視するためにアーキタイプ

編集グループ（Archetype Editorial Group ：AEG と略す)が設置されている。 

http://www.openehr.org/clinicalmodels/archedgroup.html 

http://www.openehr.org/clinicalmodels/archetypes.html 
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               図 6 アーキタイプ システム 

 

2. アーキタイプ オーサリング環境 

 アーキタイプとテンプレートのオーサリングは、アーキタイプ レポジトリとインタフ

ェースを持つツールを利用して実施される。これを図 7 に示す。図 7 には、アーキタイ

プ開発プロセス、つまり開発、レビュー、品質保証、承認、登録といったビジネスプロセ

スに対応したツール群を示す。また、サービス インタフェースを通じて提供されるアー

キタイプ レポジトリの必要機能、つまりアーキタイプ レポジトリとして基本機能である

構成管理に使われるバージョニングや監査証跡、一般的なコンテンツ マネージメントが

持つライフサイクル マネージメント機能のアーキタイプへの適用、集積されているアー

キタイプのコンテンツベース インデキシングに基づく検索エンジンと結果の表示、より

洗練されたセマンティック検索を可能にするオントロジーベース インデキシング、作成

しているアーキタイプの意味を作成者が理解しやすくするために環境内で SNOMED-CT や

LOINC などのターミノロジリソースやオントロジカルリソースにアクセスできるインタフ

ェース、ハッシュやプライベート鍵で構成されるデジタル署名、刊行されているガイドラ

インや公刊されているデータセットや文書など外部リソースに関する相互参照を示してい

る。 

openEHR ではこうしたツールの基本実装を行い、オープンソースとして提供している。 

http://www.openehr.org/download/software.html 
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さらに、図 7 のアーキタイプ開発プロセスをマネージメントするために、Clinical 

Knowledge Manager なども提供している。 

http://www.openehr.org/knowledge/ 

 

 

             図 7 アーキタイプ オーサリング環境 

 

3. アーキタイプ利用展開ネットワーク 

 アーキタイプおよびテンプレートは、アーキタイプサービスネットワークを通じ、一つ

以上のアーキタイプレポジトリから広められる。これを図 8 に示す。トポロジー的には

分散階層型あるいはクライアント‐サーバ型をとり、各アーキタイプ サービスノードは

アーキタイプレポジトリとコミュニケーションを図る。アーキタイプ、また共通利用で定

義されたテンプレートは EHR 環境などのクライアントシステムで利用される。こうした共

有アーキタイプ、テンプレートなどが利用される個々の EHR システムの環境では、稼動時

に適切なフォーマットに変換されることもある。 

 上記アーキタイプサービスのサービスインタフェースは、アーキタイプレポジトリで見

られた作成者に対応したものでなく、アーキタイプを利用するシステムの要求に対応して

いる。 
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             図 8 アーキタイプ利用展開ネットワーク 

 

4. 臨床ワークフロー、パスウェイを含む診療プロセス 

 この視点の目的は自動化された医療情報の処理を支援することで人々と医療サービス提

供者が最善の成果を得られるよう助けることである。 アーキタイプに情報を記述した記

録を検索するアーキタイプ検索言語 Archetype Query Language を openEHR はもっている

ことで、アーキタイプに診療プロセス記述を表現することができる点が最も重要である。 

 ISO13606 EHR コミュニケーション[2、3]、この EHRーEXTRACT をマッピングして臨床ワ

ークフローを実装する ISO/DIS12967 医療情報サービスアーキテクチャ HISA[4]とこの臨

床ワークフローの連続性を担保する CEN/ISO13940 ContSys[5]が標準化されている。 

ISO/DIS12967 医療情報サービスアーキテクチャ HISA では、具体的に診療プロセスを構成

するアクティビティの実行と結果についてはアーキタイプを用いて記述し文書化されるユ

ースケースが示されている。 

CONTSYS はチームや施設間の治療の連続性を支援するシステム概念を定義し、治療計画や

ガイドラインシステム、ライフサイクル管理システムなどの、臨床ワークフローシステム

によって実装される。CONTSYS の一部は 13606 参照モデルを参照するが、臨床上と関連の

ある多くのものはアーキタイプ(3)として表現される。 

 

【参照資料】 

(1) T Beale、 S Heard : “The openEHR Archetype System” 、  

www.openehr.org/releases/1.0.1/architecture/am/archetype_system.pdf、 12 Mar 

2007 
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(2) ISO13606-1：2008EHRCom Part1 RM 

(3) ISO13606-2、3、4、5 Archetype 他 

 

(4) ISO/DIS12967-1、2、3HISA 

 

(5) CEN/ISO13940 CONTsys 

 13940-1 基本概念 

 13940-2 コア概念とワークフロー 

 

注）資料１~４については、ISO store (http://www.iso.org/iso/store.htm) で購入す

る必要がある。 
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