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1. 本調査の背景と目的

本邦ではオーダリングシステムや電子カルテに代表される医療情報システムの普及に伴

い，各診療機関に電子化された診療情報が蓄積されつつある。これらの情報を，病院の運営

や医療の質の向上のために再利用していこうとすることは当然の流れであり，さらに諸外国で

は，診療情報だけではなく健康情報のすべてを広域で共有しようという電子健康記録(EHR; 

Electronic Health Record)も実現に向けて動き出している。診療情報を共有し，再利用するた

めには，情報の粒度を含めた標準化が不可欠である。欧州ではEHRの標準化が2000年代より

本格的に進められており，2009年2月にはEHRの欧州標準規格であるCEN 13606がISO 

13606として認定された。

　 そこで，ISO/CEN 13606規格の源流である欧州を視察し，どのような背景のもとでこの規格

が形成されたのか，今後どのような意図をもってこの規格を採用し普及していくのか，データ再

利用の状況と合わせて調査したのでここに報告する。訪問し，調査した機関は以下の通りであ

る

1-1 CHIME（The Centre for Health Informatics and Multiprofessional Education）

　　　http://www.chime.ucl.ac.uk/

CHIMEはイギリスのロンドン大学（UCL、University College London）とイギリス医

療制度（NHS、National Health Service）傘下のWhittington病院が共同で1995年に設立した

研究所であり、医療業務のサポートのため、そして、患者と医療専門家の双方に貢献するため

に、医療情報や管理に関する様々な研究と学生や研究生に対する教育を行っている。今回

訪問したのは、ロンドン北部に位置するUCLアークウェイキャンパスにあるCHIMEの施設で、

ISO 13606規格制定にあたり中心的役割を果たしたグループからopenEHRに関する取り組み

を中心に話を聞いた。

図 1　ロンドン大学アークウェイキャンパス外観

ロンドン北部に位置し，医学系学部を中心に構成されている
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図 2　ロンドン大学CHIMEの主要メンバー

左から小林，Tony Austin, Seref Arikan, Dipak Kalra, 井上，吉原

1-2 Medical Center Alkmaar（MCA、アルクマール医療センタ）とUnusual Visions社

http://www.mca.nl/webframe/modules/mod_webcontroleur/voorkant.php?id=983

http://www.unusualvisions.com/

アルクマール医療センタはオランダ北部の都市アルクマールにある総合病院であり、地

域に密着した高度な医療活動を行うとともに、オランダでもトップクラスの医療教育病院として

地域の病院や医師の指導・育成を行っている。このアルクマール医療センタの医療情報シス

テムの全体企画立案と一部のシステム開発を担当しているのがUnusual Visions社である。

Unusual Visions社は、MCAとクルージュ地方病院（ルーマニア）からスピンオフした従業員8名

の小さな医療IT専門のベンチャー企業で、MCA内に本拠を構えている。今回はUnusual 

Visions社の代表メンバーからopenEHRを活用したデータ再利用に対する取り組みについて話

を聞いた。
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図 3 アルクマール中央病院（MCA）外観

アルクマール中央部に位置し，オランダ北部の基幹病院の一つである。

図 4 Unusual Visions社の主要メンバー

左からMartin van der Meer, 井上，小林，?，吉原， Alessandro Torissi
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1-3 Sveriges Kommuner och Landsting（SKL、スウェーデン地方自治体連合）

http://www.skl.se/web/Hem.aspx

http://www.skl.se/web/english.aspx?pageID=9b0a266c-1414-4546-8b7f-d327190b7973

SKLはThe Swedish Association of Local Authorities and Regions（SALAR）のスウェ

ーデン語の呼び名である。SALARはスウェーデンの290のコミューンと21のランスティングを代

表して政治や雇用に関わる諸活動を行っている団体であり、これらの地方自治体の自治環境

を改善し、福祉社会システムとそのサービスを発展させることを使命としている。今回訪問した

のは、その活動の本拠地であるストックホルム旧市街にあるSKLビルで、その主要な活動のひ

とつである「eHealth」を担当しているNational Center for Coordination of eHealth（NCCEH）の

主要グループからEHRに対する国家レベルの取り組みについて話を聞いた。

図 5  SKLビル内観。　船の形を模して造られている。
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図 6 SKLの主要メンバー

SKLビル屋上にて。左から，吉原，井上，Hakan Nordgren, 小林，Inger Wejerfelt, Rong Chen

1-4 EuroRec

　　　http://www.eurorec.org/

EuroRecは欧州における高品質の電子健康記録システム（Electronic Health Record 

systems、EHRs）の利用を推進する目的で2003年に設立された非営利の団体である。欧州各

国（現在は22ヶ国）にあるProRecセンタの連合体がその母体であり、医療機関や患者・経営

者・IT業界などに対して各国の事情に沿った形で様々なサービスを提供している。特に、EHR

システムの評価と認証を行うと同時に、ISO13606規格の開発支援も行っていることが、日本や

米国には見られない欧州ならではの特徴的な点である。今回はオランダのAmstelveenで開催

されていたオランダProRecカンファレンスの場でEuroRec代表メンバーから話を聞いた。

7

http://www.eurorec.org
http://www.eurorec.org


図 7 EuroRec主要メンバー

左からRene Schippers, Georges de Moor（EuroRec President）

図 8 EuroRec主要メンバー2

左からJos Devlies(EuroRec Treasurer), Gerald Freriks(EuroRec Services Portfolio, 前ISO TC 

251委員長
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2. データ再利用のための ISO13606規格の背景と成り立ち

　 旧ECで1988年に医療分野での先進的情報学イニシアチブが組織され，EC圏内すべての

健康記録を電子的に保存していくという計画が立案された。この計画に対する研究開発の公

募が行われた結果，ロンドン大学を中心としたプロジェクトチームにより提案されたGEHR

(Good European Health Record)プロジェクトが採択され，1991年から1994年まで研究開発が

行われた。この研究開発過程において，オブジェクト指向などの当時最先端のソフトウェア工

学を用いて，診療情報をモデル化する試みがなされたことが，ISO 13606規格の基礎となって

いる[1]。

　 その後，ロンドン大学CHIME研究所でGEHRプロジェクトの成果はSynapsesプロジェクトで引

き続き研究が進められていた。同時期にSam HeardとThomas Bealeによりオーストラリアで2段

階モデリングという手法をあわせて，診療情報を細粒度で保持するアーキタイプが開発された

[2]。この2つのプロジェクトを統合し，情報モデルとその実装をオープンソースソフトウェアとし

て公開すると同時に標準化の基盤として開発するというopenEHRプロジェクトが1999年に発足

する。当初はEiffel言語での実装のみが公開されていたが，2005年にはスウェーデンのグルー

プにより開発されたJava言語での実装が公式に採用された。2007年にPython，Rubyでの実装

プロジェクトが発足し，2009年にはJava言語でのEHR開発フレームワークOpereffaプロジェクト

によるサンプルアプリケーションが公開された。2009年12月時点で，84カ国から約1400人の開

発者や医療従事者がこのプロジェクトに参加している。(実装技術の動向については4で述べ

る)

これらの実装経験をもとに，openEHRプロジェクトでは日夜仕様の策定が進んでいるが，そ

れを国際標準規格として成立させるためには，規格案を提出後に様々なプロセスが必要とな

るため，2009年にISO TC251委員会で標準として認められたISO 13606規格はopenEHRでは

2003年にリリースされたVersion 0.8.5仕様に相当するものである。2010年1月時点でopenEHR

プロジェクトにおける最新リリースである1.0.2とは若干異なるものであるため，注意が必要であ

る(図 9)。

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

現在のISO 13606仕様はopenEHR仕様では2002年にリリースされた

Ver. 0.85相当で内容的には古いものであることに注意が必要である。
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3. ISO 13606規格の技術的特徴-アーキタイプとそのガバナンス

　 医療情報においては200以上の「標準規格」が存在するとされている。ISO 13606の特徴は

record(記録)を標準化しようとしていることにある。代表的な医療情報の標準規格であるHL-7

は医療機器および医療情報システム間通信するためのメッセージに対する標準規格であり，

標準化の対象が異なっている（表 1）。

表 1 HL-7とISO 13606の比較

HL-7 ISO 13606
目的 機器間の接続性 データの相互運用性
対象 システム間メッセージ システム内記録
データモデル RIM アーキタイプ
データ形式 独自(Ver 2.x)，XML(Ver3) ADL, XML

　 アーキタイプはドメイン固有の概念を表現するための形式言語であり，アーキタイプ定義言

語(ADL; Archetype Definition Language)で記述される。医学の進歩に伴い，疾患概念や医療

技術の進歩に対応するため機械的に処理すべきデータ構造(1段階)と，診療概念を表現する

ための概念モデル(2段階)を分離しているところが特徴である（図 10）。これにより，コンピュー

タ技術者はデータをコンピュータに記録していくということにだけ注意を払えばよく，臨床家は

その臨床概念をどのように表現すべきかということに注目すればよい2。適切な分業体制ができ

ることにより，開発の効率化がもたらされ，概念モデルの変化にも柔軟に対応できることにより，

永続的なデータの保存も可能となるとされている。それに対して，HL-7ではユースケースに応

じて，参照情報モデルを積み重ねていくという1段階モデリングを採用している。

　　　　　　図 10 アーキタイプを構築するための2段階モデリング
左側のドメイン知識環境(domain knowledge environment)では臨床ドメインの専門家により診

療情報を共有するため最大項目を網羅する診療概念モデルをアーキタイプとして設計す

る。右側の技術開発環境では，定義されたアーキタイプモデルや参照モデルを使ってソフト
ウェア技術者がデータスキーマを作成し，データを適切に保管するよう実装する。このように

分業してできあがったシステムを中央の実行環境でユーザーが利用する
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　1段階モデリングの長所は概念モデルとデータ構造を一緒に扱うことができるため，概念モデ

ルの作成が容易であることであり，欠点はデータ構造が概念モデルも表しているため，概念が

変化してしまうとデータ構造が変化し，コンピュータプログラムも変えなければならないことであ

る。2段階モデリングの場合，概念モデルとデータ構造が分離しているため，概念モデルが変

化してもデータ構造を変える必要がなく，コンピュータプログラムも変更する必要がないことが

長所とされる[2]。

　 アーキタイプは診療情報モデルの根幹となる存在であるため，それが技術的に適正である

か，診療情報を網羅的に扱うことができるかを評価し，質を担保する必要がある。The 

openEHR projectにはアーキタイプについて実装や情報工学的技術について検討する技術

評価委員会（Architectural Review Board; ARB）[4]と医学的妥当性について検討する臨床評

価委員会（Clinical Review Board; CRB）[5]とがあり，相互に連携しながらアーキタイプの管理

を行っている。

　 ARBは実装技術ガイドラインや実装仕様そのものについて検討を行い，１年に１回程度の仕

様改定を行っている。Eiffel，Java，Pythonでの開発を担当しているチームがそれぞれ参加して

おり，実装上の問題点があれば仕様にフィードバックされるなど改良が進められている。

CRBは臨床家を中心にアーキタイプが臨床面で最大項目を細粒度で記録できるかどうか検

討を行っている。初期にはARBのメンバーだけでアーキタイプについての医学的検証とその

質の評価が進められていたようであるが，現在はClinical Knowledge Manager[6]というWeb上

のツールを使って，多人数で検討するようになっている。Clinical Knowledge Managerには

2009年12月現在で234のアーキタイプが登録されている。その妥当性を検証するメンバーとし

て407名の登録者があり，その大多数が臨床家である。登録メンバーにはその専門に応じて評

価の依頼があり，内容について意見を交換していくというプロセスがとられている。日本からも

13名が登録しており，日本国内の事情に合うかどうか，医学的に妥当であるかどうか意見を出

している。アーキタイプの品質基準は臨床家，地域の保健担当者，実装するベンダ向けに用

意されている。

アーキタイプが臨床での使用に値するものであると採用するための基準としては以下のよう

なものが示されている[7]。

・ 臨床のどの場面で使用するためのアーキタイプか明確であること

・ 対象となる患者集団を網羅していること

・ 要求に対して柔軟であること

・ どのような患者集団が対象であるか（小児？老人？）

・ 多様な職種やドメインのエキスパートによる入力に対して適切に設計されているか

・ どの臨床エビデンスやガイドラインに従っているか

・ あるいはそのモデルが既存のシステムでもひろく受け入れられているかどうか

・ 誰にそのアーキタイプが評価されたか

・ 信頼のおける団体に品質評価を受けたかどうか。

地域の保険担当者にとっては以下のような基準が示されている。

・ 臨床上のどのユースケースのために設計されたのか

・ ケアチームに対して横断的に常に安全に使用することができるかどうか

・ 使用する他のアーキタイプと連携できるかどうか。どのように相互に対応するのか明確で

あること

・ 国家の保健サービスとして認められるものかどうか

・ 国家のデータセットとどのように適合するか

・ どのターミノロジー（そのバージョン）に対応しているか

・ 国家による監査や政府の報告とも連携できるかどうか
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・ どのように更新すればいいのか

・ いつ，誰がそれを評価し，維持すればいいのか。どの程度の頻度で行えばいいのか

・ 信頼のおける団体に品質評価を受けたかどうか。

そして，医療情報システムベンダや病院の情報部門に対してはこのような基準が示されてい

る。

・ どのユースケースで使われるアーキタイプなのか

・ すでに実装した他のアーキタイプと対立するものであるかどうか

・ どのように検証されたものか

・ 複製したものが信頼性をもつものであるかどうかどのように確認すればいいのか

・ 現在一般的に流通しているものかどうか（最新のバージョンかどうか）どのように確認す

ればいいのか

・ 更新があることについてどのように知らせればいいのか

・ ターミノロジーとの対応をどのように維持して配布すればいいのか

・ 証明されたリポジトリで配布されたものか

・ 信頼のおける団体に品質評価を受けているかどうか

これらの基準に従い信頼性の高いアーキタイプモデルを利用していくことが大規模なデー

タリポジトリを長期に運営するためには必要不可欠である。そのため，欧州では医療情報シス

テムがこれらの品質を満たすものかどうか国ごとに異なる事情に合わせて認証する機関の整

備が進められている（後述，8）。

4. ISO 13606規格（アーキタイプ技術）の実装とその動向

　前述のとおり，ISO 13606規格の実装はopenEHRプロジェクトで進められている。Eiffel, Java

で行われている参照実装をコアとして，6本の公式プロジェクトが開発を行っている。そのほか

にも商用，非商用をあわせて多くの開発プロジェクトが実装を行っているが，その多くは以下

の2つに大別される。

1) Eiffel/.Net系

最初の参照実装であるEiffel実装により.Net向けのコンパイルされたADLパーサなどのライ

ブラリを利用して，C#やVisual Basicでアプリケーション開発を行うグループ。

2) Java実装系

Rong Chenらにより実装されたJava参照実装をベースにArchetypeのオーサリングツール

やEHRの実装フレームワークを開発するグループ。

　 1)はOcean Informatics社が中心となって行っており，一部は無償で公開されているが，商用

ライセンスの元で有償提供されているものもある。2)はヨーロッパを中心に開発基盤が広がりつ

つある。代表的なopenEHR関連プロダクトを表 2に示す。
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表 2　openEHR関連実装プロジェクト

名称 概要 実装技術 有償・
無償

関連URL

Ocean 
Archetype 
Editor

Archetypeオーサリ
ングツール

Eiffel/.Net/
Visual 
Basic

無償 http://www.oceaninformatics.com/
Solutions/ocean-products/Clinical-
Modelling/ocean-archetype-
editor.html

ADL 
workbench

Archetypeオーサリ
ングツール

Eiffel/.Net 無償 http://www.oceaninformatics.com/
Solutions/ocean-products/Knowledge-
Management/Ocean-Archetype-
WorkBench.html

Ocean 
Template 
Editor

Template作成，
フォームビルダ

Eiffel/.Net 有償 http://wiki.oceaninformatics.com/
confluence/display/TTL/Template
+Designer

LiU 
Archetype 
Editor

Archetype オーサリ
ングツール

Java 無償 http://www.openehr.org/projects/
liu.html

Operrefa EHR開発フレーム
ワーク

Java 無償 http://www.openehr.org/projects/
opereffa.html

openEHR-
model-
browser

UML開発ツール Java 無償 https://openehr-model-
browser.projects.openhealthtools.org/

Python 
implementati
on

openEHR Python実
装

Python/
Grok/Zope3

無償 http://www.oship.org/

Ruby 
implementati
on

openEHR Ruby実装Ruby/Ruby 
on Rails

無償 http://openehr.jp/projects/show/ref-
impl-ruby

　 ロンドン大学CHIME研究所では，Ocean Informatics社と共同で，openEHR仕様の実装と策

定を行っているが，一方でSeref Arikanを中心にJavaによる実装も進めている。Opereffaプロ

ジェクト[8]は，その一つであり，Eclipse，JBoss, Hibernate，PostgreSQLといった標準的にJava

で開発に使用されるオープンソースソフトウェアを組み合わせて開発フレームワークを構築し

ている(図 11)。これまで，openEHR技術を使用したEHRは構築されていても，動作可能なデモ

環境は提供されてこなかったが，Opereffaプロジェクトでは動作するデモを提供している

（http://opereffa.chime.ucl.ac.uk/MainContainer2.jsf）。Opereffaはその他の医療系ソフトウェ

ア開発プロジェクトと連携して，ハブ的な役割を果たすことも目的とされている（図 12）。

Opereffaを使用してopenEHR準拠のEHRを開発しようというプロジェクトはいくつかあり，英国内

部で心不全のモニタリングに利用していくというプロジェクトを紹介された。心房細動に対する

ワーファリン投与について，適正な濃度を維持するように意思決定支援を行うシステムのデモ

があり，なお，Cambodiaでの周産期医療や結核のサーベイランスにも使用される予定である

[9][10]。

　すでに英国内の病院にはさまざまな医療情報システムが導入されているため，そのすべてを

openEHR技術により一度に再構築することはできないが，NHSで開発されている総合内科医

（GP）向けのソフトウェアはopenEHR技術を利用しているとDipak Kalra教授は語っていた。

　 これらのプロジェクトによる成果物もまたオープンソースソフトウェアであるため，相互に再利

用されることによりopenEHR関連の開発リソースは急速に充実しつつある。
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図 11　Opereffaの構成要素

OpereffaはデータベースとしてPostgreSQLを使用し，開発プラット

フォームとしてEclipseを使うなどオープンソースソフトウェアを組み合

わせている。

図 12　 医療に関連したソフトウェア開発プロジェクトにおけるopereffaプ

ロジェクトの位置づけ

Opereffaプロジェクトはさまざまな医療関連ソフトウェアと連携して，ハブ

的役割を果たすものとして開発が進められている。
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5. アーキタイプサンプル

アーキタイプはアーキタイプIDや著者，概念，使用する言語などを定義するヘッダ部分があ

り，それぞれのデータがどのような形式で構造をもつのか定義するdefinitionセクション，その定

義内容がターミノロジーや臨床用語とどのように結びつくのか記述するontologyセクションで構

成されている（図 13）。ArchetypeはADLで定義され，ツール類で編集することが一般的であ

る。マインドマップで提示される血圧の概念モデルを図 14に示す。この概念モデルをアーキタ

イプで定義したものがリスト１である。

図 13　アーキタイプの構成

アーキタイプはADL（Archetype Definition Language，アーキタイプ定義

言語）あるいはXMLで定義される。ADLには制約を示すcADLとデータ

を表すdADLに分類される。冒頭にはArchetypeIDが示され，その概念

や著者についての説明，languageセクションには利用している言語に関

する情報，definitionセクションには各パラメータのデータ型や構造につ

いての説明がなされる。ontologyセクションには，利用されている各パラ

メータに対応するターミノロジーや他言語での定義内容が含まれてい

る。Revision historyセクションにはこのアーキタイプがどのような経緯で

承認されたか，どのように版を重ねたかということについて記述される。
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図 14　血圧を表すアーキタイプ（マインドマップ図）

血圧を表すアーキタイプ。血圧に関連するすべての項目を網羅する 

6. MCAの取り組み‐病院内情報システムのデータ基盤としてのアーキタイプ技術

　 病院情報システムには数多くのサブシステムが存在することが特徴とされている。基幹となる

オーダーエントリーシステムや電子カルテとPACSや会計，調剤などの各部門システムとの連

携は医療情報システムを構築する時の重要な課題である。各部門間のメッセージの標準規格

としてはHL-7が世界的に標準とされており，国内ではMML/CLAIMが電子カルテと医事会計

システムを結ぶ標準規格となっている。

　 日本では基幹となる病院情報システムと，それに連携する5-20のサブシステムが稼働するこ

とが一般的である。欧米では日本のような大ベンダ主導による大規模システム導入という形式

は一般的ではなく，各部門システムを統合して病院情報システムを構築していくことが一般的

であるとされている。

 今回訪問したアルクマール医療センター(MCA)には約200のサブシステムが存在していた。

中小ベンダによる小規模システムを導入するメリットとして，各部門の要求に柔軟にそして迅速

に対応できることが挙げられていた。今回訪問したUnusual Visions社はプログラマ8名の開発

チームを抱えるベンチャー企業であり，MCA内にオフィスを構えている。MCAでは全体の企画

立案・運営と看護部門システムの構築を担当している。当初は大手ベンダの下請けであった

が，ルーマニアの大学病院で電子カルテを開発したチームをひきいれて，独自の製品を開発

するようになった。

各部門システム間で，診療情報を円滑に連携していくには，情報の標準化が不可欠であ

る。Unusual Visions社のMartin van der Meer氏はデータの標準化について悩んでいるとき

に，openEHRと出会い，その柔軟なデータ構造に感銘して積極的に取り入れるようになった。

自社での研究開発成果をもとにして，openEHRについての技術的解説について研究会など

で発表してきた。

標準規格としてのopenEHRの特徴として，多言語対応であること，複数のターミノロジーに

対応していること，診療情報モデルを一度定義してしまえば世界中でそれを再利用することが

できることがMCAの状況にとって非常に有益であると考えられていた。オランダは，ドイツ，フラ

ンスと接しており，ヨーロッパの他の国々との交流も活発である。最初から多言語対応している

openEHRはオランダの状況に適していると考えられた。そのほかにも以下のような点が

openEHRの優れた点であるとMartin van der Meer氏は評価している。

　　・患者のプイバシーが守られるよう設計されていること

　　・個人の健康記録がシンプルに作成できること 
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リスト１　血圧を表すアーキタイプ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
archetype (adl_version=1.4)
	 openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1

concept
	 [at0000]	 -- Blood Pressure
language
	 original_language = <[ISO_639-1::en]>
	 translations = <
	 	 ["ja"] = <
	 	 	 language = <[ISO_639-1::ja]>
	 	 	 author = <
	 	 	 	 ["name"] = <"Shinji Kobayashi">
	 	 	 >
	 	 >
	 >
description
	 original_author = <
	 	 ["name"] = <"Sam Heard">
	 	 ["organisation"] = <"Ocean Informatics">
	 	 ["email"] = <"sam.heard@oceaninformatics.com">
	 	 ["date"] = <"22/03/2006">
	 >
――――――――――――中略―――――――――――――――――――
	 lifecycle_state = <"AuthorDraft">
	 >

definition
	 OBSERVATION[at0000] matches {	 -- Blood Pressure
	 	 data matches {
	 	 	 HISTORY[at0001] matches {	 -- history
	 	 	 	 events cardinality matches {1..*; unordered} matches {
	 	 	 	 	 EVENT[at0006] occurrences matches {0..*} 

――――――――――――中略―――――――――――――――――――
ontology
	 terminologies_available = <"SNOMED-CT", ...>
	 term_definitions = <
	 	 ["en"] = <
	 	 	 items = <
	 	 	 	 ["at0000"] = <
	 	 	 	 	 text = <"Blood Pressure">
	 	 	 	 	 description = <"The local measurement of arterial 
blood pressure which is a surrogate for arterial. pressure in the systemic circulation.  Most commonly, 
use of the term 'blood pressure' refers to measurement of brachial artery pressure in the upper arm.">
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐中略――――――――――――――
	 	 	 	 ["at0003"] = <
	 	 	 	 	 text = <"血圧">
	 	 	 	 	 description = <"*@ internal @(en)">
	 	 	 	 >
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐中略――――――――――――――
	 term_bindings = <
	 	 ["SNOMED-CT"] = <
	 	 	 items = <
	 	 	 	 ["at0000"] = <[SNOMED-CT(2003)::163020007]>
	 	 	 	 ["at0004"] = <[SNOMED-CT(2003)::163030003]>
	 	 	 	 ["at0005"] = <[SNOMED-CT(2003)::163031004]>
	 	 	 	 ["at0013"] = <[SNOMED-CT(2003)::246153002]>
	 	 	 >
	 	 >
	 >
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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　　・監査証跡やバージョン管理が組み込まれていること

　　・デジタル署名や暗号化が組み入れられていること

　　・診療データと患者に関連するデモグラフィックデータが分離されていること

MCAでは，各部門システムを統合するために基幹ソフトウェアIOS(Interactive openEHR 

System)が稼働している。IOSはWebベースの電子カルテであり，openEHR/アーキタイプで診

療情報を記録する。外部の意思決定支援システムやワークフロー管理システムと連携すること

ができ，レガシーシステムと連携させることもできる。MCAの各サブシステムはIOSと連携し，

アーキタイプとして蓄積された健康情報を相互に運用していくように開発が進められている段

階である（図 15）。すでにある情報を置き換えて，新しく蓄積していくためにMCAで利用される

アーキタイプは約8,000にもなるのではないかと，開発担当者のAlessandoro Torrisi氏は考え

ている。医療行為を表現する概念モデルを考えると8,000という数字は決して多いものではなく

妥当なものであると推測される。現在openEHRプロジェクトで公開されている約200種類のアー

キタイプに，MCAでは独自の定義を追加する必要があるとしている。そして，今後は集積した

情報を元に，医療の質の評価，EBMに準拠したガイドラインの提示を行うように企画している。

図 15　UnusualVisions社が目指すMCA内部のEHRシステムアーキテクチャ

IOS(Interactive openEHR System)を基幹情報システムとし，openEHRによ

るアーキタイプで蓄積されたデータを相互に運用できるように，現在再構築

が進められている。

MCAでは，標準化を進めていくに当たって，openEHRに関連して製作されたものをどのよう

に管理していくかが問題となった。対象となるものは以下のようなものである。

　　・ コンピュータファイル（XMLスキーマなど）

　　・ 国コードや言語などのリソース

　　・ アーキタイプ

　　・ テンプレート

これらの製作物にはシステムがどのように動くのか，臨床上の意義をどう表現しているのか

について，可読性のあるファイルとして記録される。システムがいつでも動き，情報が継続して
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利用できるように保存されるためには，これらのファイルを管理していく必要がある。管理には3

つの段階がある（図 16）。それぞれの段階について説明された。

Artifact governance

図 16　アーキタイプの管理とその段階

アーキタイプの管理には3段階あり，一つには技術的管理，臨床面での

管理，もう一つは認定の管理である。アーキタイプやテンプレート，XML

スキーマなどの技術的に作成されたものについては，ハッシュを残すこ

とによって変更がいつ加わったのかを明確にしている。臨床面での管理

については，誰がその記録を作成したのかログを取ることにしている。さ

らに，これらの管理が適切なものかどうかEuroRecによる第三者評価を受

けている。

1. 技術要件管理

病院情報システムは停止することにより病院機能が低下し，患者の生命に危険が及ぶ

可能性もあるため常に稼働していなくてはならないものである。そのため，技術的資料

や参照モデルなどのソフトウェア製品は一定の技術要件を満たしたものである必要が

ある。アーキタイプやテンプレートを記録したファイルが原本であるのか，更新されたも

のであるのか，いつ更新されたのかということについても情報管理が必要であり，その

ために各文書のハッシュを記録しているとのことである。

2. 臨床要件管理

医師や看護師などの医療職が扱う画面のレイアウトが統一感のあるものであるかどうか

は利用者にとっての使いやすさを大きく左右するため重要である。診療録が正しく記録

されているかどうかについても，評価していく必要がある。意味論的に相互運用性があ

るのかどうかについて，診療担当している医師や看護師を交えて評価を行っている。
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3. 認定管理

これらの技術要件や臨床要件が正しく運用されているかどうかについて，EuroRecによ

る第三者認証を受けようとしている。

　以上のように，Unusual Visions社はISO 13606標準とアーキタイプを利用してMCA内の診療

情報を標準化し，数多くのシステム連携を円滑にこなそうとしている。現在は移行期であり，

アーキタイプを利用したシステムは開発段階であるが，徐々に実運用させていく予定であると

のことである。

さらに，他病院との情報連携にISO 13606/openEHRに関連する技術を使う予定はあるのか

と質問したが，現時点では検討していないとのことであった。オランダでは，ナチスドイツによる

国民統制の反動からか，個人のプライバシーに関する意識が高く，病院間でのデータ連携に

は社会制度含めていろいろと障害があるとのことであった。

7. SKLの取り組み‐国家的健康情報基盤の構築にむけたスウェーデンの取り組み

　 国家プロジェクトとして，EHRに取り組んでいる代表的な国として，カナダとスウェーデンがよ

く挙げられる。これらの国では，国や地方自治体が先導してネットワークやリポジトリを整備し，

各医療機関に提供している。1960年代より国家プロジェクトとして国民の健康情報を電子的に

集める試みを行ってきたスウェーデンが，ISO 13606に準拠してEHRの構築を進めているという

ことで，その実質的指揮を執っているスウェーデン地方自治体連合を視察した。スウェーデン

の医療情報政策の概要についてはHåkan Nordgren氏が，スウェーデンのEHRがどのような戦

略のもとで開発されているかについては，Inger Wejerfelt氏が解説した。

　スウェーデンはスカンジナビア半島に位置し，人口は約900万人で，290のコミューンと21のラ

ンスティングからなり南北に長い国土を持つ国家である。高福祉を誇る北欧の代表的国家で

あり，国民総背番号制のもとで1960年代より医療の電子化が進められてきた。現在ではプライ

マリケア医の100%がEHRを利用しており，精神科のクリニックの96%でもEHRが利用されている

（図 17）。さらに，すべての医療機関がEHRを使用している自治体は国土全体に広がっている

（図 18）。このようにほぼすべての医療機関でEHRが利用されており，国と地方自治体合わせ

て年間約65億クローネ（約821億円）の予算をかけて，医療の電子化がすすめられている。電

子化することにより，｢正しい情報が，適切な人に適切な時間にアクセスされること｣という目標

を掲げており，そのために以下のようなことを実現しようとしている。

1) 国民に各自の健康状態や，健康に関連したサービスについての情報を簡単に提供するこ

と

2) 医療従事者には患者の安全を守り，効率よく働きやすい労働環境を提供すること

3) 行政などの意思決定者には，患者の安全やケアの質，リソースの分配についての情報を

提供すること

さらに，情報を相互に運用し，システム間で再利用していくことで，病院の機能分化と役割

分担や公的医療機関と私立医療機関の連携を進めることができ，患者の選択のはばが広

がっていくというメリットがあげられていた。スウェーデンは近隣諸国との人的交流が活発であ

り，さまざまな場所で働く人々をフォローしていく必要があること，さらに退職後にほかの国（ギ

リシャ，スペインなど）で生活する人についても継続して情報を提供していく必要があることなど

が，情報システムを必要とする要因であるとされていた。

EHRの普及と導入については国家および自治体共同で，6段階の明確な戦略を掲げて実

施が進められている。

1) 知識管理のため，情報のセマンティックな相互運用性を確保する

電子媒体に限らず，診療情報モデルを抽出し，紙媒体や電子媒体を問わず，一定のセ

マンティクスを共有できるように整備する。
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2) V-TIM形式の情報モデルを適用する

V-TIM形式はスウェーデンで情報を共有するために開発されてきた情報規格であり，1)

の過程でできてきた情報をV-TIM形式で表現していく

3) 共通の作業プロセスや文書をRIV方式で共有する

RIV方式とは，情報の属性，内容，形式，ターミノロジーやルールを一覧表にしてまとめ

ていく方式であり，診療情報モデルの定義とその運用方法を共有していく

4) 情報の標準化を行う

3)までで作られた情報モデルをISO13606形式で標準化する。アーキタイプやテンプ

レートを作成し，標準化された形式でEHRに保存していく

5) ターミノロジーと結合させたアーキタイプ・テンプレートを国家のIT戦略としてプロジェクト

全体で利用していく

4)までで蓄積された診療情報リポジトリを国家のほかのプロジェクトでも積極的に利用し

ていく。

6) 適用した情報構造を国家の医療運営のために役立てていく

診療リポジトリから，医療の質の評価を行うと同時に，医療の質が上がるような意思決定

支援も行うシステムを提供する。蓄積されたデータをもとにEBMで利用できる新しい知

識を見出すなど，疫学的調査にも役立てていく。

図 17　スウェーデンでのEHR普及状況

 スウェーデンでは，100%に近いEHR普及率を誇っている。それらの多く

が連携しつつあり，現在では電子処方箋が100%に近く普及しており，処

方箋は電子的に薬局に送られる。

V-TIM形式はスウェーデンで開発されてきた情報モデルであり，シンプルな形式で診療情

報を共有することができるとされる（図 19）。このすでに，この形式でデータを蓄積しているた

め，その形式に準拠したアーキタイプを作成し，それによる国家レベルの診療情報リポジトリを

構築していくという。既存のシステムを壊すのではなく，その情報をさらに活用するためにアー
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キタイプやテンプレートを利用していくとしている。

この戦略を支える，国家的な健康情報インフラとしてネットワークとデータセンタの整備，ディ

レクトリサービス，認証サービスの準備が行われている（図 20）。標準化されたインターフェー

スを利用して2009年までにすべての自治体評議会が接続され，2012年までにすべての医療

機関がこのインフラが利用できるようになるように計画が進められている。

　2007年から2009年まで実現されたとされることを以下に示す。

　　・ すべての地方評議会がこの国家インフラに接続された

　　・ 役割に応じてアクセスマネジメントを行うセキュリティシステムのサービスが始まった。

　　・ 地方評議会単位で患者サマリを確認することができるようになった

　　・ 患者の内服薬を一覧することができるようになった

　　・ 電子処方箋が全体の100%近く利用されるようになった

　　・ 薬剤について意思決定支援するツールがEHRに統合された

　　・ ほとんどの医療従事者が個人向けのWebサービスを利用できるようにした

　さらに，2010年から2012年までに実現する予定のものを以下に示す。

　　・ すべての医療従事者にこの国家的サービスを提供する

　　・ 先行して実施されたプロジェクトを継続する

　　・ 増大する国家的サービスの管理運営を行う

EHRをはじめとしたITサービスと社会的サービスがうまく連携していくためには，その利点に

ついてよく説明していくこと，現実的な計画のもとで一歩ずつ計画を進めていくこと，コストを管

理し，長期にわたり計画をたてて財源を確保すること，行政の中心的な立場の人に十分に理

解してもらい，計画に参加してもらうことが必要な要因となると課題をあげていた。

このようにスウェーデンでは各自治体および医療機関で患者情報が共有されているが，患者

自身が自分の健康情報にアクセスできるのかと質問したが，現在はまだ検討段階で実施して

はいないとのことであった

図 18　EHRが完全に実装された自治体

緑色に表示されているのはすべての病院，精神科施設，プライマリケア

EHRが実装されている地域。
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図 19　V-TIM形式の概念マップ

　 V-TIM形式はスウェーデン国内で策定された医療情報標準規格であ

る。ISO 13606標準への対応も進められつつある。

図 20　スウェーデンの健康情報プラットフォーム

HSA: Health Services Address Registry, SjuNET: スウェーデンの情報ハイ

ウィエイ。スウェーデンでは健康情報のインフラ整備を国家プロジェクトとし

て行っており，必要となる技術インフラから法整備まで一貫して行ってい

る。
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図 21　EuroRec参加国

EuroRecの努力により，現在15カ国でProRec centreが発足しており，さらに7カ国

で登録の準備が進められている。

図 22 「認定は強力な武器」
EuroRecのような権威ある団体（Authority）が臨床医（Physicians）にきちんと認定されたEHRの情報

を提供することで，それに対する対価として資金が生み出される(1)。臨床医からは，ベンダ
（Vendors）に認定を受けたシステムを導入するとプレッシャーをかけることでEHRの質を担保するこ

とができる(2)。ベンダは臨床医に認定を受けた新しい機能を提供することができる(3)。臨床医は権

威に対して必要となるシステムの要件を提案することで新しい認定基準を追加することができ，全体
としての質が向上する(4)。
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8. 欧州圏における医療情報システムのガバナンスにおけるEuroRecの取り組み

8-1 EuroRecの成り立ち

　 1994年から1995年にかけて，欧州で行われたMEDIRECという共同作業により，EHRが欧州

圏でなぜ普及していないのかという問題点について考察され，実現可能な提言が出された。

各国でEHRの定義や概念，その目的に違いがあったため，共通基盤としてそのすり合わせ作

業が行われた。さらに，共通基盤としてのEHRを各国の実情に合わせて導入した場合に，その

EHRを評価し認定を与えるというProRec構想について1996年より各国で検討が進められてき

た。その各国で進められていたProRec同士が目的と経済的基盤を共有するためのネットワー

クとして，ProRec CentreがNPO法人として設立された。ProRec設立の目的として以下のものが

掲げられていた。質の高いEHRを構築するための障害や欠点，その限界を認識する。EHRの

領域で品質を定義する範囲において，相互運用性と通信に関する能力を特に重視する。

　 　・ 積極的にこれらの障害や欠点，限界について地域において探求して対策する活動を支

援する

　これらの目標を達成するために，基本方針としてProRec national centreは公共団体や意思

決定を担当する人を育成する一方で，ユーザーとベンダのバランスを取りながらオピニオン

リーダーを代表として集めていくこととなった。

　 つまり，その地域の医療機関特有のニーズやマーケットの状態を分析してそれにより行動し

ていく方針となった。これにはさまざまなやりかたが含まれている

　　・ テーマにそったワーキンググループ

　　・ 部分的なフォーラム

　　・ テーマをもったセミナー

　　・ Webサイトの構築と更新

　　・ 紙媒体や電子媒体での出版

　　・ さまざまな形態での貢献

　　・ ロビー活動

　ProRec centreが対象とする領域には，例えば以下のようなものがある

　　・ 異なる視点でEHRの関連する分野や状況について分析する

　　・ 公共団体に示唆を与えることができるような、政治性のある提案を引き出すための概念作業

　　・ 組織と認定のための標準を示唆することのできる内容を含む総括的仕様についての技術的研究

　 ProRecが始まってから今までの努力の結果として今では15カ国でProRec centreが発足して

いる（オーストリア，ベルギー，ブルガリア，デンマーク，フランス，イタリア，ドイツ，アイルラン

ド，ルーマニア，スロベキア，スペイン，スロバキア，セルビア，オランダ，イギリス）。そのほか7

カ国が現在登録の準備を進めている（ノルウェイ，キプロス，ギリシャ，ハンガリー，ポルトガル，

ポーランド，スウェーデン）

　 2003年よりNPO団体としてEuroRecが設立され，EUの経済的支援のもとでEHRの研究開発

プロジェクトを進めている。その中の一つであるQ-Recプロジェクトでは，EHRを法律や技術，

組織的運用などの要件を満たすかどうか一定の基準に従って認定していくことが重要であり，

その認定を行うことでEHRの質の向上と普及がなされるのではないかという提言がなされた

[7]。システムを導入する側としては，一定の品質を保ったシステムを導入することが容易にで

きるようになり，システムを開発する側にとっても目標ができること，質を向上させることにつな

がるとしている。現在では，いくつかのe-HealthプロジェクトがEuroRecによる評価認定を基準

に進められている。電子処方箋やサマリ記録や相互運用性についてのプロジェクトについて，

基準策定が進んでいる。これらの基準はヨーロッパ各国語に翻訳されており，11ヶ国語版が公

開されている。
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　 EuroRecのEHR認定基準は業務機能，ケア環境，各コンポーネントのタイプの3つに分類さ

れ，約1500の細目が設けられている。これらの基準はEuroRec加盟の各国で調整され，国際

的に通用するものとしている。そのため，ベンダは一度認定を受ければ加盟国すべてで，競

争力を持つ製品として公開することができる。EuroRecの認定を受けたシステムはEuroRecシー

ル（図 23）を表示することを許可される。

図 23　EuroRecシール

EuroRecでは基準を満たしたEHRシステムには

EuroRecシールの表示を許可している。

　 EuroRecでは，医療情報の標準化団体や学会と交流を持ち，それぞれのハーモナイズ作業

を行うリエゾン的活動を行っている（図 24）。これらの標準規格を満たすかどうかについても

EuroRecの評価対象となっている。

図 24　EuroRecと関連する医療情報標準化団体及び学会

EuroRecは医療情報に関連した標準化団体，学会と連携を取りながら，

EHRの質を認定する基準作成を行っている。
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8-2　EuroRecの展望

　EuroRecは以下のようなことを今後行っていくとしている。

・ ProRec centreを明示的な基準に適合するように確立し，それぞれを連合させる

・ EuroRecシールの認知度を高めていく。

・ EHR発展のため，基盤となるアーキタイプ技術の開発を推進する

　 EuroRecの代表を務めるGeorges de Moor氏は，「現在はロンドン大学を中心にOcean 

Informatics社がアーキタイプに関連した開発がおこなわれているが，今後はEuroRecが中心

的役割を果たしていくこととなる」と明言した。スペインのバルセロナ工科大学はISO 13606と

HL7や病院のレガシーシステムとのデータマッピング作業を簡易に行うためのツールを開発す

るLinkEHRプロジェクトを推進しており，EuroRecはこれを支援している。EHR-implementという

プロジェクトでは，政治的，社会的，組織的側面も配慮したEHR実装について研究開発を行っ

ている。EHR-Qプロジェクトは，ヨーロッパ全域の医療に関連したコミュニティのネットワークを

構築するプロジェクトで，医療情報システムの評価基準を向上させることを次の目標としてい

る。

　EuroRecでは，一定の質を満たし標準に準拠したEHRが普及することで患者と医師の信頼の

もとで医療情報がさまざまな分野で再利用されていくと構想している（図 25）。疫学的研究や

医療の質の向上のために情報を再利用ていくとしている。その基盤となる技術はISO 13606，

openEHRのアーキタイプであり，質の高いアーキタイプを開発するために多方面の臨床家によ

る検証を進めていく必要があるとしている。

　Georges de Moore氏は，「10 年前は医療情報の標準化のためにEDIFACTに取り組んでい

た。しかし，もうEDIFACTを使うことはない。10年後はHL7も消えているだろう。」と語っていた。

openEHRのアーキタイプも複雑さが増し，肥大化していくにつれて取り扱いが難しくなり，多く

の規格と同様に滅びていく経過をたどるのではないかと質問したところ，アーキタイプにはその

複雑さをうまく解消する手段が組み込まれているので，そのようにはならないだろうという自信

に満ちた回答が返ってきた。

図 25　診療情報データの再利用
EuroRecでは，一定の質を満たし標準に準拠したEHRを構築することで，患者と医師
の間で信頼関係のもとで，診療情報の再利用が進められると構想している。
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9. まとめ

　 データの再利用のためのインフラストラクチャを整備するため，EHRの標準規格としてISO 

13606が策定され，中心的な役割を果たした欧州でどのように標準化が進められているか現地

視察を行った。

　 2009年2月に制定されたばかりということもあり，ISO 13606標準にのっとったシステムで実際

に運用されているものはあまりなく，計画中あるいは開発中のものばかりであった。EHRという

言葉も，いわゆる病院内で使用される電子カルテから国家レベルで健康情報を共有するもの

両方に使われている。しかし，情報を蓄積して多目的に運用していくという意図は明確であり，

そのための手段としてISO 13606標準の技術であるアーキタイプを利用していくという方針は，

今回の訪問先では共通したものであった。

　実運用レベルで，院内の情報共有，病院間での情報共有は日本と同様でそこまで進んでい

るわけではない。オランダのように個人情報を国が管理することに抵抗のある国民感情のある

国では国家レベルでの情報共有はなかなか進められない。このような国では病院間で電子化

した診療情報を共有することは日本以上に困難である。また，ISO13606を利用して，情報の再

利用効率を進めていこうという欧州をあげての試みが，今後どのような成果をあげていくかに

ついては未知数であり，彼らの期待通り医療の質の向上につながるかどうかは現時点では不

明である。

　 日本においてデータの再利用に向けた試みについて，振り返ってみると，電子化された情

報の共有化という意味での再利用については，電子カルテもある程度以上普及しており，HL7

やIHE，MMLを利用した病院間連携も行われている。DPCによる急性期病院を中心とした診

療情報の蓄積，評価も行われており，それにより診療の標準化や質の向上を目指している。

2009年に始まった特定検診制度ではデータを電子化して集めることを前提としている。現時点

では欧州とはデータの運用面で大きな差はなく，情報の共有という面では日本が先行してい

るところもある。しかしながら，欧州と決定的に違うのはこれらのプロジェクトや政策に一貫した

戦略や方針がないことである。ISO13606標準が日本の医療に適応できるかどうかもまた，未知

数であり普及には課題もあるだろう。どの標準をどのように利用して，何を目的にEHRを構築し

ていくのか，法的整備から実装技術に至るまでの戦略が日本においても必要であると視察の

結果から考えられた。
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