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1.メンバー　（12/22時点）

株式会社　IDCフロンティア

アマノビジネスソリューション株式会社

株式会社インテージ

株式会社　インターネットイニシアティブ　

株式会社　インテック

株式会社　ＳＴＮｅｔ

株式会社　NTTデータ

株式会社　ＮＴＴドコモ

オムロンヘルスケア株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社　

関電システムソリューションズ株式会社

ココカラファイン

三洋電機株式会社

シャープ株式会社　

新日鉄ソリューションズ株式会社　

セイコーエプソン株式会社　　 　

ソフトバンクテレコム株式会社　

株式会社　タニタヘルスリンク　 　

株式会社　東芝

東芝情報システム株式会社

デロイトトーマツコンサルティング株式会社　

株式会社日本医療事務センター

日本電気株式会社
NESTA JAPAN
ネットワンシステムズ株式会社

株式会社　博報堂　 　

パナソニック株式会社　

ビオスピクシス株式会社

東日本メディコム株式会社

株式会社　日立ソリューションズ　 　

株式会社　日立コンサルティング　

株式会社　富士キメラ総研

富士通　株式会社

プライムワークス株式会社　 　

株式会社　ベネフィット・ワン　

マイクロソフト

三菱商事株式会社

三菱電機株式会社　

株式会社　メディアネットワークス　

雪印メグミルク株式会社

㈱メタキューブ

株式会社　リコー

（44企業、8団体）
全体監修
　国際医療福祉大学大学院　武藤正樹　教授
　独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　北岡有喜　医療情報部長

全体監修
　国際医療福祉大学大学院　武藤正樹　教授
　独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　北岡有喜　医療情報部長

独立行政法人　情報通信研究機構

鹿児島大学　 　

東京医科大学病院　 　

東京工科大学　

名古屋工業大学

特定非営利活動法人　

　　　日本健康増進施設協会

KDDI株式会社（幹事会社）

株式会社メディエイド
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12月 1月

WG

項目

2.活動状況

10月 11月8月 9月7月

2011年 2012年

SWG

展示会

◆第1回WG ◆第2回WG

◆第1回サービスSWG ◆第2回サービスSWG

◆第3回サービスSWG

◆第1回ミドルウェアSWG

第4回サービスSWG◆

第2回ミドルウェアSWG◆

◆モダンホスピタルショー ◆CEATEC
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2-1．第1回サービスSWG

日時・場所 2011年9月8日（木）14:30～17:00　　於KDDI飯田橋駅前ビルオフィス内会議室

参加者 18社、32名

議事次第 ①WG活動計画案（KDDI）
②WGの進め方（KDDI）
③各社自己紹介

集約

・ターゲットは高齢者とし、ユー
スケースを考える。

　－注意ポイント：アクティブシ
ニアなのか要介護なのか。

・総務省からの本WG活動や実
証実験への助成金拠出の可能
性は現時点ではむずかしいこと
を確認。

・国からの支援を前提としない
実証実験の実施を検討していく
。

・次回WGでは、各社における
ユースケースを検討し、議論を
行う。

集約

・ターゲットは高齢者とし、ユー
スケースを考える。

　－注意ポイント：アクティブシ
ニアなのか要介護なのか。

・総務省からの本WG活動や実
証実験への助成金拠出の可能
性は現時点ではむずかしいこと
を確認。

・国からの支援を前提としない
実証実験の実施を検討していく
。

・次回WGでは、各社における
ユースケースを検討し、議論を
行う。

70～80代高齢者40～60代生活習慣病予備軍

健康・医療クラウド

在宅介護サービス

在宅・遠隔医療

見守り支援サービス

生活支援サービス

地域連携

将来予測プログラム

メンタルケア

生活習慣指導(食事・運動・休養)プログラム

モチベーションUP（継続）

地域連携

体組成計 血圧計

睡眠 トイレ

ホームＩＣＴ

Bluetooth
WiFi
ZigBee
NFC

検診デー
タ

データ連携

レセプト
病歴

サービス サービス

ホーム
ゲートウェイ

スマートフォン

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-41-origin.fc2.com/m/a/s/masayuki1110/2009070711371083c.jpg&imgrefurl=http://masayuki1110.blog50.fc2.com/blog-entry-333.html&usg=__3mvbZSrNlLcJjcJpGNOcjwSedcg=&h=286&w=300&sz=64&hl=ja&start=41&sig2=ihFFpuyNXQqa5Nn-A16XNQ&zoom=1&tbnid=xlnJCkuY3BmZ0M:&tbnh=111&tbnw=116&ei=pWFkTq2YLILFmAW7x_SnCg&prev=/search?q=%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%9C&start=40&um=1&hl=ja&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.e-rakuichi.com/shopimages/pimag/008004000004.jpg&imgrefurl=http://gmo-toku.jp/%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E8%B2%A1%E5%B8%83/item/12873600/&usg=__y-KfpMNIJsdpKOgnZYnl__rNykY=&h=350&w=350&sz=64&hl=ja&start=27&zoom=1&tbnid=miulquNalC1J9M:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=%E8%A1%80%E5%9C%A7%E8%A8%88%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3&start=20&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.80yaya.com/mgzn/wp-content/uploads/2010/06/inax.jpg&imgrefurl=http://www.80yaya.com/mgzn/news/healthy-stool/&usg=__482LcrVNDYmCg92HZ7sDS12IsoY=&h=330&w=330&sz=120&hl=ja&start=9&zoom=1&tbnid=ebG8ziEtUAO1UM:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images?q=%E3%83%88%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%80%80%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.a-plusbed.com/pic-labo/9a08.jpg&imgrefurl=http://kagu.prnet.jp/list/229200a06/1&usg=__IqWxC2bi0KPQqBQeAO5xIvyOQic=&h=500&w=500&sz=45&hl=ja&start=3&zoom=1&tbnid=-8WllrMm-24XGM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88&um=1&hl=ja&lr=&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://asahi-net.jp/service/ftth/hikarione/houselan/img/img_musen04.gif&imgrefurl=http://asahi-net.jp/service/ftth/hikarione/houselan/musen.html&usg=__nI2gE_zzZ6dhLHBKrkKp9Lx_NFg=&h=150&w=150&sz=7&hl=ja&start=35&sig2=waD7JN-hkMSlymv5lFI0cA&zoom=1&tbnid=xPePYvhE4E5SnM:&tbnh=96&tbnw=96&ei=3R1bTpCUCIPbmAWukeCpDA&prev=/search?q=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4&start=20&um=1&hl=ja&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-41.fc2.com/s/p/o/sportours2008/ai-tablet-rumor-1.jpg&imgrefurl=http://sportours2008.blog120.fc2.com/blog-entry-625.html&usg=__96vwCjwtkp2z_N_fRkVh7Uv6dDI=&h=397&w=600&sz=44&hl=ja&start=2&sig2=fBMbjBQfZB54rEznS1L2IA&zoom=1&tbnid=oC9UH0bNs90AIM:&tbnh=89&tbnw=135&ei=A9jYTIjMNs6Wcb7PxdwH&prev=/images?q=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E7%AB%AF%E6%9C%AB&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://500koku.cocolog-nifty.com/500koku/images/syrui_17620_image002.jpg&imgrefurl=http://500koku.cocolog-nifty.com/500koku/2005/04/post_65ab.html&usg=__UYNoqZA1B_W_wKFJ4gHOHullCco=&h=750&w=567&sz=86&hl=ja&start=5&sig2=MvSL4GwXcrBzilxieAObaw&zoom=1&tbnid=pUpks4_x9ta53M:&tbnh=141&tbnw=107&ei=HGFkTvGmFo7mmAXQwIm-Cg&prev=/search?q=%E3%83%AC%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88&um=1&hl=ja&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
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2-2．第1回ミドルウェア・インフラSWG

日時・場所 2011年9月9日（金）14:30～17:00　　於KDDIオフィス内会議室

参加者 19社、30名

議事次第 ①WG活動計画案（KDDI）
②WGの進め方（KDDI）
③各社自己紹介

集約
・サービスSWGを先行させて、ユース
ケースの内容をフィードバックしたか
たちでの実施とする。

・ミドルウェア・インフラSWGからの検
討要望（非機能要点的な内容）は、
サービスSWGにフィードバックする。

・総務省からの本WG活動や実証実
験への助成金拠出の可能性は現時
点ではむずかしいことを確認。

・国からの支援を前提としない実証
実験の実施を検討していく。

集約
・サービスSWGを先行させて、ユース
ケースの内容をフィードバックしたか
たちでの実施とする。

・ミドルウェア・インフラSWGからの検
討要望（非機能要点的な内容）は、
サービスSWGにフィードバックする。

・総務省からの本WG活動や実証実
験への助成金拠出の可能性は現時
点ではむずかしいことを確認。

・国からの支援を前提としない実証
実験の実施を検討していく。

事業化を見据えたユースケースの作成
（健康予防、疾病管理、在宅介護・・・）

サービスSWG

システム概念図
（プロセス、データの流れ等の整理）

システム要件と標準適応
→　標準がない部分については、検討課題化

＜標準化を目的とするのではなく、ユースケースを
短期間で実現するための標準化適応＞

海外の動向
（ｍHealth
等）

医療連携
（国内の医療
クラウド動
向）

国際化標準
（HL7、IHE
等）

事務局

ﾐﾄﾞﾙSWG/ｲﾝﾌﾗSWG

標準の適応
方式の検討
（要件整理）

提言事項

ミドル・インフラ成果物

各種ｶﾞｲ
ﾄﾞﾗｲﾝ

外部の動き
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2-3．第2回サービスSWG

日時・場所 2011年11月8日（火）14:30～17:00　　於KDDI飯田橋駅ビルオフィス内会議室

参加者 国際医療福祉大学大学院　武藤正樹　教授
20社、38名

議事次第 ①講演（国際医療福祉大学大学院　武藤正樹　教授）

　地域連携、在宅医療、介護の状況等
②高齢者と取り巻く環境等紹介（KDDI）

③ユースケースの説明（参加企業各社）
④ディスカッション

集約
・収益性についての検討は必要
だが、限られた時間の中で決め
るのは厳しい。

・継続させる仕組みとしては、コ
ミュニティでの競い合い、ポイント
、センサーなどを使って自動的に
データを蓄える仕組みが継続さ
せる一つのキーとなるのではな
いか。

・武藤先生の講演や議論内容か
ら事務局にて方向性を検討し、
次回のサブワーキングで参加各
社に報告する。

集約
・収益性についての検討は必要
だが、限られた時間の中で決め
るのは厳しい。

・継続させる仕組みとしては、コ
ミュニティでの競い合い、ポイント
、センサーなどを使って自動的に
データを蓄える仕組みが継続さ
せる一つのキーとなるのではな
いか。

・武藤先生の講演や議論内容か
ら事務局にて方向性を検討し、
次回のサブワーキングで参加各
社に報告する。

13

要支援要支援
要介護要介護

健常者健常者

Ｂ
ｔｏ

Ｃ
Ｂ

ｔｏ
Ｃ

Ｂ
ｔｏ

Ｂ
Ｂ

ｔｏ
Ｂ

サービスモデルの検討（各社まとめ）

生活支援・見守りサービ
ス
（東芝情報ｼｽﾃﾑ様）

ホスピタルチャネル
（メディアネットワークス様）

虚弱高齢者向けロコモ・認知症予防サービス
（インテック様）

匿名化機能提供
（日立コンサルティング様）

スポーツコミュニティサポート事業
（雪印メグミルク様）

ポイントによる継続的健康管理サービス
（カルチュア・コンビニエンス・クラブ様）

介護予防サービス利用者向け地域連携医療サービス
（デロイト・トーマツ・コンサルティング様）

在宅（独居）高齢者のバイタルなどデータ収集と家族の見守りサービス
（新日鉄ソリューション様）

ヘルスポイントサービス
（博報堂様）

糖尿病患者への症状緩和・合併症防止サービス
（関電システムソリューションズ様）

特定特定
高齢者高齢者

アクティブ高齢者向けフレッシュライフサービス
（NPO法人 日本健康増進施設協会）

アクティブエルダー向け健康サポートポータル
（KDDI ）
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2-4．第３回サービスSWG

日時・場所 2011年12月7日（金）13:30～15:40　　於KDDIオフィス内会議室

参加者 国際医療福祉大学大学院　武藤正樹　教授
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　北岡有喜　医療情報部長, １９社、３０名

議事次第 ①講演（国立病院機構　京都医療センター　北岡有喜　医療情報部長）

　　個人向け健康情報管理サービス　ポケットカルテ
②在宅医療連携拠点事業の説明（KDDI）,③事業モデル案（KDDI）,④ディスカッション

集約
・ユースケース検討範囲につ
いて、健康支援だけでなく、
マネタイズの観点も含めて、
介護や在宅医療等まで広げ
て再検討する。
・１２月２２日までに、検討範
囲を広げた（健康・介護・在宅
医療・多職種連携）ユース
ケースを幹事会社へ提出す
る。
・１月下旬に実施する第４回
サービスＳＷＧまでに、各社
のユースケースを整理・分類
し、ミドルウェア・インフラＳＷ
Ｇへ詳細検討を依頼するモデ
ルケースを事務局が提案す
る。

集約
・ユースケース検討範囲につ
いて、健康支援だけでなく、
マネタイズの観点も含めて、
介護や在宅医療等まで広げ
て再検討する。
・１２月２２日までに、検討範
囲を広げた（健康・介護・在宅
医療・多職種連携）ユース
ケースを幹事会社へ提出す
る。
・１月下旬に実施する第４回
サービスＳＷＧまでに、各社
のユースケースを整理・分類
し、ミドルウェア・インフラＳＷ
Ｇへ詳細検討を依頼するモデ
ルケースを事務局が提案す
る。

連携機関や提供サービスイメージ

在宅医療連携拠点（市立病院等）地域包括支援センター等

PHR(健診などの客観的なデータ、バイタルなど申告データ)

医療情報
・共通的支援基盤
・総合相談支援・権利擁護
・包括的・継続的ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援
・介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬの資格を持つ看護師と
MSW等が地域の医療・介護を横断
的にサポートする。
＝対象ｴﾙﾀﾞｰは住み慣れた地域で
自分らしく過ごすことが可能に。

ネットワーク機能

ID管理・連携機能

テレビ電話機能

同報通知機能見守りセンサ管理機能

課金機能

バイタルデータ等、入力・管理・閲覧機能

緊急連絡機能

市役所

介護サービス
事業者

調剤薬局スポーツジム

ポイント・ポイント連携

診療所

各サービス事業者
（宅配、ドラッグ等）

デイサービス
事業者等

運動指導 健診

患者 家族

健診

リハビリ指導

サービス提供

サービス提供

サービス提供

利用

利用

学校

健診
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 サービスのユースケースについて、マネタイズや高齢者の実際の利用シーンという観点も含め
て再検討する。ユースケースの再検討にあたり、ニーズとベネフィットも明確化する。

     （2011/12/26締め切り）
 第4回サービスSWG(2012/1月下旬）までに幹事会社にて、各社のユースケースを分類し、４つ

程度のユースケースに集約する。また、各ユースケースに共通する機能とユースケース毎に必
要な機能を整理する。

3．最新の検討状況と今後の予定

 サービスSWGで共通機能とさ
れた機能のシステム構成、機
能要件などをミドルウェアおよ
びインフラSWGで作成する。

 サービスSWGでまとめたユー
スケース、及びミドルウェア
SWG・インフラSWGがまとめた
システム構成等を「JCC健康・
医療クラウドWG認定ドキュメン
ト（仮）」と位置づけ、関係省庁
に報告すると共に、広く公開す
る。

 WG各社は、これらドキュメント
類を活用して事業等を行い、共
有できるものがあれば、WGメ
ンバで共有する。

 最終目標
 クラウドを活用した健康・
医療サービスの普及を通
じて、国民のQOLの向上を
目指す。

バイタルデータ ポイント履歴 健診データ

ヘルスケア・コミュニティ（SNS）

ネット

地域A 地域B 地域C
コンペティション

地域A 地域B 地域C

リアル
インセンティブ（ポイント付与）

利用者同士のコミュニティ

モニタリング

バイタルデータの
自動アップロード

自動的な蓄積
ビジュアリング

見える化

蓄積データの
グラフ化

ポイント会社

ドラッグストア

疾病啓発

フィットネス

介護予防運動

ポイント会社

トクホメーカ等

商品購買の
リピート化

ポイント
原資

ポイント
原資

（例）運動器疾患（関節疾患、骨折、転倒など）の予防、例えば骨折予防（骨粗鬆症）の啓発
や介護予防運動などを継続させるための仕組みをサービス・モデル化。

ユースケース・モデル（案）

来店・購入
（ポイント利用）

来店・購入
（ポイント利用）

購入
（ポイント利用）

商品提供
（ポイント交換）

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-41.fc2.com/s/p/o/sportours2008/ai-tablet-rumor-1.jpg&imgrefurl=http://sportours2008.blog120.fc2.com/blog-entry-625.html&usg=__96vwCjwtkp2z_N_fRkVh7Uv6dDI=&h=397&w=600&sz=44&hl=ja&start=2&sig2=fBMbjBQfZB54rEznS1L2IA&zoom=1&tbnid=oC9UH0bNs90AIM:&tbnh=89&tbnw=135&ei=A9jYTIjMNs6Wcb7PxdwH&prev=/images?q=%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E7%AB%AF%E6%9C%AB&um=1&hl=ja&lr=&sa=N&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://blog-imgs-22.fc2.com/n/i/n/nintenfantswiifit/WiiFit12-02.jpg&imgrefurl=http://nintenfantswiifit.blog69.fc2.com/blog-category-2.html&usg=__HLbaqrlQg5RLVECqPFrr0x42VRo=&h=341&w=500&sz=69&hl=ja&start=6&zoom=1&tbnid=02lNPvB_KCxHBM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images?q=%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%80%80%E4%BD%93%E9%87%8D&um=1&hl=ja&lr=&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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1月 2月 3月

11年度 4Q

11年4Q：サービルモデルの決定
11年4Q：ミドルウェア要件着手

12年1Q：ミドルウェア要件の決定（目標）
12年1Q：インフラ要件の決定（目標）

スケジュール

ＷＧ

　　　　　　　　　　　ＳＷＧ　　　　　　　　　　　

5月4月 7月6月 9月8月

12年度 1Q 12年度 2Q

◆１/下旬：第４回サービスＳＷＧ

◆２/下旬：第５回サービスＳＷＧ　　　　　　
　　　　　　　　　第２回ミドルウェアＳＷＧ合同開催

★ドキュメント
　（サービスモデル）

★ドキュメント
　　（機能要件モデル）

ミドルウェア・インフラSWG随時開催
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