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はじめに
　現在、厚生労働省による「データヘルス
改革」が進められている。このデータヘルス
改革は、健康保険組合や協会けんぽ、国保
等の保険者が現在取り組んでいる保健事業
としてのデータヘルスの強化にとどまらず、
審査支払機関の改革やビッグデータ解析に
よる創薬支援、保健医療分野でのAI活用の
推進など多岐にわたる構想を含むものであ
る。「経済財政運営と改革の基本方針2018」

（「骨太の方針2018」、平成30（2018）年6月
15日閣議決定）では、「データヘルス改革を
推進し、（略）、『保健医療データプラットフ
ォーム』について、2020年度の本格運用開
始を目指し取り組む」とされており、今年度
の本格運用開始が計画されている。
　データヘルス改革は今後のデータの活用
可能性だけではなく医療・介護そのものを
変えていく可能性があり、本稿ではこのデー
タヘルス改革推進の背景やその具体的内容
等を紹介する。

1． なぜ、データヘルス改革か
　データヘルス改革の背景には、わが国が直
面する超高齢社会がある。わが国の少子高
齢化は急速に進んでおり、2040年には2.8人
に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上とな
り、75歳以上の人口が19歳以下の人口を大
きく上回ることが見込まれている。国立社会
保障・人口問題研究所の推計によると、2020
年 から2040年 の 約20年 間 で、75歳 以 上 は
1,872万人から2,239万人へと367万人増加し、
現役世代ともいえる20歳～ 64歳は6,841万人
から5,543万人へと1,298万人減少する。つま

り、医療・介護ニーズは高まるもののそのサ
ービスの担い手や財源の支え手が大きく減
少する社会が到来する。
　こうした超高齢社会においても社会保障
制度の持続可能性を確保していくためには、
質を確保した上で効率化を図ること、また、
国民一人ひとりの「健康寿命の延伸」を図
ることが重要となってくるが、その中で保健
医療分野のビッグデータの活用に期待が高
まっている。しかし、これまでも様々な事業
でデータ活用は進められてきたものの、「健
康・医療・介護施策におけるICTの利活用は、
さまざまな縦割り構造を背景に、その前提と
なるデータが分散し、相互につながらない
形で取組が進められてきた結果、一体的に
機能せず、必ずしも現場や産官学の力を引
き出したり、患者・国民がメリットを実感で
きる形とはなっていなかった1」。データヘル
ス改革は、厚生労働省の部局横断的な取組
とすることで、こうした問題の是正を図ると
ともに、早期に健康・医療・介護分野にわ
たる保健医療データプラットフォームを構築
し、国民の目線に立ったビッグデータの有効
活用を図り、超高齢社会の問題解決のための

「重要な糸口の1つ」としての役割を果たそう
とするものである。

2．データヘルス改革のこれまでの経緯
　平成29（2017）年１月に、厚生労働省は、
これまでの縦割り構造の弊害を是正し部局
横断的に具体的な検討を加速化するため、
厚生労働大臣を本部長とし各部局長、政策
統括官、審議官などを構成員とする「デー
タヘルス改革推進本部」を設置した。また、
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改革推進本部の下には、4つのテーマごとに
ワーキンググループを設置した。改革推進
本部については随時体制の強化を図りつつ
令和元（2019）年9月9日までに6回の会議を
開催している。
　平成29（2017）年7月には「国民の健康確
保のためのビッグデータ活用推進に関する
データヘルス改革推進計画」（以下、「改革
推進計画」とする）等が策定され、令和２

（2020）年度に実現を目指す８つのサービス
が公表された。この８つのサービスとは、①
保健医療記録共有サービス、②救急時医療
情報共有サービス、③PHR・健康スコアリ
ングサービス、④データヘルス分析関連サ
ービス、⑤乳幼児期学童期の健康情報サー
ビス、⑥科学的介護データ提供サービス、
⑦がんゲノム関連サービス、⑧保健医療分
野での人工知能（AI）関連サービスである。
平成30（2018）年７月には、これら８つのサ
ービスの提供開始に向けた詳細な工程表も
策定されている

3． データヘルス改革の内容
　データヘルス改革の目標は、ビッグデータ
である保健医療データを徹底活用することに
より国民の「より健康的な生活」を実現する
ことである。このため、改革推進計画には、
①個人情報の確実な保護を前提に、健康・医療・
介護の縦割り構造を排除し、「データを有機的
に連結可能にするICT環境の整備」、「保健医
療データプラットフォームの構築」や「ゲノ
ム解析やAIなどの最先端技術の医療への導
入」等に向けた体制を整備すること、②膨大
なデータを扱う審査支払機関を「業務集団」
から「自ら考え、自ら行動する頭脳集団」に
改革し、審査の全国統一化や、より円滑なビ
ッグデータ活用の推進等を実現すること、③
国民の医療・介護情報を守るため、AIを活用
した先進的なセキュリティ監視や防御技術を
導入し、データ利用に関して、セキュリティ
を確保するためのガイドラインや、利用状況
のセキュリティ評価・監査結果を公開するこ
とにより、安心して保健医療データを利用で
きる環境を整備すること、が盛り込まれてい
る。こうしたインフラを整備した上で8つのサ
ービスを概ね令和２（2020）年度に実施・提
供することが記載されている。この８つのサ
ービスを提供し、「医療・介護従事者、研究者、
保険者、企業、行政などが一丸となり、国民

や患者を支え、健康に導く」ことで国民の「よ
り健康的な生活」の実現を目指している。
　改革推進計画に盛り込まれた8つのサービス
の概要は、次のとおりである。
　第一に「保健医療記録共有サービス」である。
このサービスは、患者の同意の下、複数の医
療機関・薬局等で患者の診療情報や服薬情報
等を共有することで、無駄な検査や投薬を減
らし最適な健康管理・診療・ケアを提供する
ことを目指している。2020年度には保健医療
記録共有サービスの運用を開始し、複数の医
療機関・薬局等の間で患者の診療情報や服薬
情報等を共有すること、2020年度以降は、診
療情報や服薬情報に加え、介護情報などさら
に幅広い情報の共有を可能にすることが計画
されている。
　第二に「救急時医療情報共有サービス」で
ある。このサービスは、医療的ケア児等の医
療情報について救急時に医療情報を共有し、
搬送先の医療機関において適切な医療が受け
られる体制を整備するものであり、「将来的に
は、保健医療記録共有サービスと一体的な運
用を図る方向で更に検討を進める」とされて
いる。
　第三に「PHR・健康スコアリングサービス」
である。このうち「PHR」とはPersonal Health 
Recordの略であり、個人の健診データや医療
情報をサマリー化・ヒストリー化して個人に
わかりやすく提供することで、自らの健康管
理・予防行動につなげられるようにしようと
するものである。また、「健康スコアリング」
とは保険者が保有する「加入者の健康管理に
関するデータ」を集約・分析し、個人情報の
確実な保護を前提としつつ、保険者や事業主
に対して、その保険者や事業所全体の「全国
平均と比較した場合の健康傾向に関する情
報」や「必要な健康行動についての情報」を
提供しようとするものである。このサービス
では保険者のデータヘルス対策を強化し、企
業の健康経営との連携（コラボヘルス）を推
進するため、経営者が従業員等の健康状態等
を全国との比較で客観的に把握した上で、保
険者と連携して健康づくりに取り組める仕組
みを構築することを目指している。2020年度
には保険者単位に加え事業所単位の健康スコ
アリングの実施が計画されている。
　第四に「データヘルス分析関連サービス」
である。国民の健康・医療・介護、各々の分
野で抱える課題の解決に際してエビデンスと
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なる、科学的な分析に必要なビッグデータを
匿名化して収集の上、個人単位で連結・解析
可能とし、保険者や研究者、民間企業等が今
まで以上に保健医療分野で精密な研究・開発
や実効性のある施策の実施に活用できるよう
にすることを目指すものである。具体的には、
レセプト情報・特定健診等情報データベース

（NDB）と介護保険総合データベース（介護
DB）の情報の連結解析を可能にし、地域包括
ケアシステムの構築や効果的・効率的な医療
介護提供体制の整備、医療・介護サービスの
効果向上等に関する分析に役立てることが期
待されている。
　第五に「乳幼児期学童期の健康情報サービ
ス」である。子ども時代に受ける健診や予防
接種等の個人の健康情報を一元的に確認した
り、引っ越しや子どもの成長にあわせて記録
を転居先や進学先へ引き継げるようにするサ
ービスである。2020 年度には妊婦健診・子ど
も時代に受ける健診・予防接種等の個人の健
康情報歴がマイナポータル上で確認できるよ
うになる予定である。
　第六に「科学的介護データ提供サービス」
である。自立支援や認知症等の治療やケアに
おける科学的効果に裏付けされた介護を実現
するために、科学的分析に必要なデータ（日
常の生活行動やリハビリテーション、栄養摂
取状況、医学的な診断情報等）を収集しつつ、
データベースの構築とその有効活用を推進し、
保健・医療・介護の現場や研究者等に提供し
ようというものである。2020年度の実現目標
としては、科学的に自立支援等の効果が裏付
けられた介護を実現するため、分析に必要な
データを新たに収集するデータベースを構築
すること、データベースを分析し、科学的に
自立支援等の効果が裏付けられたサービスを
国民に提示することが掲げられている。
　第七に「がんゲノム関連サービス」である。
国民・患者の意向に十分配慮した上で、がん
患者に関するゲノム情報や、診療及び治療に
関する最新の情報、治験情報等を効率的に収
集し医療関係者や研究者等に提供することで、
新たな治療法の開発や創薬につなげることを
目指すものである。これにより、最終的には「国
民、患者は、最適で効率的かつ個別化された
医療を享受することができ、がんとの闘いに
終止符を打つことができる」としている。
　第八に「保健医療分野での人工知能（AI）
関連サービス」である。文献読み込み等によ

る診断補助などあらゆる臨床行為はもとより、
レセプト審査や医療・介護における予防策の
因果関係解明など、広く保健医療分野におい
てクラウドコンピューティングを含めたAIの
フル活用を促進するものである。わが国の保
健医療分野におけるAI開発を促進し、がん等
の診断精度の向上や不足する病理医の負担軽
減など、患者に対する最適な医療・ケアの選
択肢の提供、並びに医療関係者の負担軽減を
目指すものである。
　以上のように、データヘルス改革は多岐に
わたる内容となっている。

4．今後のデータヘルス改革
　改革推進計画策定以降、「医療保険制度の
適正かつ効率的な運営を図るための健康保
険法等の一部を改正する法律（令和元年法
律第９号）」が成立し、データヘルス改革の
基盤となるオンライン資格確認の導入や被
保険者番号の個人単位化に伴う措置、医療
情報化支援基金の創設、NDBと介護DB等の
連結解析等、審査支払機関の機能の強化等
に関する規定が整備され、着実に取組を進
めることが可能となった。また、「情報通信
技術の活用による行政手続等に係る関係者
の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及
び効率化を図るための行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律等の一
部を改正する法律（令和元年法律第16 号）」
も成立し、乳幼児健診の受診の有無等の情
報を転居時に市町村間で引き継げるよう規
定が整備された。
　令和元（2019）年6月21日にはデータヘル
ス改革の推進を盛り込んだ「経済財政運営
と改革の基本方針2019 ～「令和」新時代：

「Society 5.0」への挑戦～」、「成長戦略フォ
ローアップ」、「規制改革実施計画」が閣議
決定された。
　こうした背景もあり、同年9月に、データ
ヘルス改革推進本部は「今後のデータヘル
ス改革の進め方について」（以下、「新計画」
とする）をとりまとめ、令和3（2021）年度
以降のデータヘルス改革の計画内容を示し
た。また、同時に推進本部の実施体制の見
直しも行った。これらにより、データヘルス
改革がより強力に進められる見込みである。
　新計画では、「令和３（2021）年度以降に
目指すべき未来の基本的な考え方」として、
① 「国民、患者、利用者」目線に立って、最
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先端技術の導入を可能とする環境整備や健
康・医療・介護のデータの収集・有機的な
連結及びその利活用の取組を更に進めるこ
と、②その際には、個人情報保護やセキュ
リティ対策を徹底しつつ、費用対効果の視
点を踏まえたものとすること、が示された。
そして改革の柱として、①ゲノム医療・AI
活用の推進、②PHRの推進、③医療・介護
現場での情報利活用の推進、④データベー
スの効果的な利活用の推進の4つが示され
た。
　「ゲノム医療・AI 活用の推進」では、全
ゲノム情報等を活用したがんや難病の原因
究明や新たな診断・治療法等の開発が進み、
個人に最適化された患者本位の医療が提供
されるとともに、AIを用いて保健医療サー
ビスの高度化や現場の負担が軽減される未
来を目指す。
　「PHRの推進」では、 国民が健康・医療等
の情報をスマートフォンやパソコンを通じて
閲覧・確認し、自らの健康管理や予防等に
容易に役立てることが可能となる未来を目
指す。
　「医療・介護現場での情報利活用の推進」
では、医療・介護現場において、患者等の
過去の医療等情報が適切に確認でき、より
質の高いサービスの提供が可能となる未来
を目指す。
　「データベースの効果的な利活用の推進」
では、保健医療に関するビッグデータの利活
用が進むことにより、行政による効果的な政
策立案、民間企業・研究者による研究の活
性化、患者の状態に応じた治療や科学的に
効果が裏付けられた介護サービスの提供等、
民間企業、研究者、国民等の幅広い主体が
メリットを享受する未来を目指す。
　令和７（2025）年度を目指して本計画に
よる取組を推進することとなっている。

おわりに
　わが国では、現在、このように大規模なデ
ータヘルス改革が工程表に沿って強力に進め
られており、今後、医療・介護分野でのデー
タの活用の場面は大きく広がり、患者・利用
者は必要なサービスを効率よく受けられる可
能性が高まると思われる。例えば、介護サー
ビス利用者に対して医療職・介護職などの多
職種が連携してサービスを提供する場面では、
利用者の最新の状況がタイムリーに把握・共

有できるようになり、適切なサービスの提供
や医療・介護従事者の業務負担の軽減にもつ
ながることが期待できる。また、データから
自分の健康リスクが「見える化」されることで、
健康意識の向上や生活習慣の改善などの行動
変容につなげることが期待できる。
　ビッグデータやICTの活用は医療・介護サ
ービスの質の向上や効率化、新たな医療技術
の開発等に大きく貢献することが期待できる
一方で、個人の遺伝子情報やヒストリカルデ
ータなど非常にデリケートな情報を含むデー
タの集積・活用であり、厳重なセキュリティ
管理はもちろんのこと、こうしたデータがど
のようなデータと突合・連結され、どのよう
に活用されるかといった点について注意深く
監視していくことが必要となるだろう。

 1  厚生労働省「データヘルス改革推進本部について」（第
1回データヘルス改革推進本部資料、平成29年1月12
日）
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