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要 旨  
 

1. 中高年を中心に、日々の生活の中で自分の健康管理を自分主体でおこなう「セルフ

ケア」に注力する人が増えている。 
2. 高齢化が進む中、増え続ける医療費を食い止めるために医療制度の改革がまったな

しになっており、利用者個人の負担増は避けられない見とおしである。 
3. これらの背景から、病気になって高額な治療費を払うのではなく、リーズナブルな

費用で病気にならないように予防的な健康つくりに注力する傾向が今後強まると

予想される。 
4. セルフケアはＩＴを活用した「ｅセルフケア」に向かっており、商品・サービスに

は「ウェブサイトや電子メールを主体にしたもの」と「ＩＴ機器を活用したもの」

がある。 
5. これらには①サービス存在の認知度が低く、利用者が少ない、②利用者が無料で試

せる環境がなく、参加へのしきいが高い、③ネット相談サービスでは医療保険の診

療報酬が得られない、などの課題がある。 
6. 最大の課題は、一般個人から利用料を徴収しにくいことである。これに対し、サー

ビス提供者の多くは、企業などから利用料を徴収し、社員個人に提供する BtoE の

アプローチを取っている場合が多い。 
7. しかし、セルフケアのようなサービスは個人のプライバシーに関わる性質が強いた

め、会社のサービスとして提供されても利用されず、本来の意味でのセルフケアに

なっていかないという構造的な問題がある。 
8. この対策としては、セルフケアを予防的な医療行為と見なし、一部でも保険治療の

適用範囲にすることで一般個人の利用に対するしきいを低くすることである。なぜ

ならば、セルフケア利用者の飛躍的な拡大は、トータルな医療費の削減に大きく貢

献するからである。 
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１．なぜ、セルフケアへの関心が高まって

いるのか？ 
 
(1) 個人の医療費負担増に対する懸念 

中高年を中心に、日々の生活の中で自分

の健康管理を自分主体でおこなう「セルフ

ケア」に注力する人が増えている。 
政府の医療制度改革により、①70 歳以上

の高齢者の医療費上限の引き上げ・負担割

合の増加、②社会保険に加入しているサラ

リーマンの負担割合の増加、など利用者個

人の医療費負担増が予定されている。 
高齢化が進む中、増え続ける医療費を食

い止めるために医療制度の改革がまったな

しになっている。現状、政府・与党と厚生

労働省との間でいくつかの差は見られるも

のの、利用者個人の負担増は避けられない

見とおしである。 
これらの背景から、病気になって高額な

治療費を払うのではなく、リーズナブルな

費用で病気にならないように予防的な健康

つくりに注力する傾向が今後強まると予想

される。 
 

(2) これから本格化するｅセルフケア 
実はこのような動きの先例は米国にある。

医療費の高額な米国では、なるべく病気に

ならないように自分自身で健康管理をおこ

なうセルフケアの傾向が強い。とりわけ 98
年頃以降のネット普及期に、ネットを使っ

た健康情報サービスサイトなど「ｅセルフ

ケア」のサービスが多数登場し、その後の

淘汰の時代を経て、サービスとして定着し

つつある。 
一方、わが国ではＡＤＳＬの急激な普及

にみられるように、ようやくブロードバン

ド普及段階に入り、ＩＴを活用した「ｅセ

ルフケア」が本格化する環境が整ってきた

といえる。 
 
 
 

２．ｅセルフケア商品・サービスの動向 
 
増加するｅセルフケア商品・サービスに

は、「ウェブサイトや電子メールを主体にし

たもの」と「ＩＴ機器を活用したもの」と

がある。 
 

(1) 健康・医療情報提供サイト 
パソコンを利用するシニアの「オンライ

ンの健康相談・医療相談」に対する潜在ニ

ーズは高い。電子情報技術産業協会の高齢

化調査委員会「高齢化社会における電子機

器の将来展望」によると、「現在は使ってい

ないが、今後は利用したい」ネットによる

サービスのトップに挙げられている。 
すでに様々なウェブサイトが利用者向けに

健康・医療情報を配信しているが、サービ

ス提供者側は利用者が多く集まると思われ

るサイト（「BIGLOBE 健康」等）にコンテ

ンツを供給する傾向にある。 
 
①トーメンテレコム「携帯電話家庭の医学」 
「家庭の医学」を携帯電話で配信するサ

ービス。気になる症状などが検索可能。応

急手当や、検査の知識と正常値なども掲載。

2001年10月からEZwebでサービス開始。 
 
②ファイザー製薬「e-習慣.com」 
生活習慣病の治療を始めた患者向けに、

毎月２回３ヶ月間、病気に関する情報（生

活習慣病と管理方法についてのワンポイン

トアドバイス）を電子メールで無料配信。

食事や運動など生活習慣を改められない患

者も多く、定期的にリマインドすることに

より、治療効果の向上を狙っている。 
 
③ＪＴＳ「体に効く運動メニュー」 
オフィスでできるリフレッシュ体操や、

目を酷使する方のためのマッサージなど、

40 種目以上の手軽にできる運動プログラ

ムを紹介。2002 年夏を目途に、掲載プログ

ラムを倍増し、全てのプログラムに動画を
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つける予定。 
 
(2) 健康管理プログラムサイト 
ネットを利用して利用者のデータを蓄積

し利用者の健康管理を総合的に支援するサ

ービスが中心。（1）が無料なのに対し、こ

のサービスは有料である。コミュニティや

ゲーム機能など、利用者のモチベーション

を維持するような仕組みが試みられている。 
 
① ＮＴＴデータ「三健人」 
運動や食事など生活習慣に関する７分野

300 項目を入力すると、健康状態を分析し

１人１人に「あなたにおすすめのプログラ

ム」を複数提示する。自分の選んだプログ

ラムの実施状況を専用ページに○×式を中

心に記録していく仕組み。月額利用料金は

千円。2002 年１月にはゲーム機能などがつ

いた携帯版三健人をサービス化したが、こ

ちらは BtoE モデルで保険会社や企業の健

康保険組合に提供していく予定。一部のプ

ログラムにおいて生活習慣の改善率が 50%
を超えるなど、高い効用を示しているとい

う。 
 
② オムロン「健康達人」 
同社の血圧計・体脂肪計などの健康機器

購入者向けに、無料で生活習慣改善プログ

ラムのアドバイスとサポート等を実施。

「健康達人倶楽部」というウェブサイトで

は、体重や体脂肪など健康状況が記録でき

る機能のほか、健康課題別のコミュニティ

や、専門家への質問機能を備える。2001 年

10 月時点で、７万９千 27 人が生活習慣改

善プログラムを利用している。 
 
③ コンビ「エアロバイク購入者向け運動方

法提案サービス」 
週に１回、ホームページを介して利用者

が実施した運動内容を書きこんで送信する

と、翌週に担当指導者から改善方法が返信

される仕組み。月額２千円で３ヶ月間サー

ビスが受けられる。Ｊリーグのトレーナー

４人を採用し、期間中同じ担当者が１人を

見続ける。2001 年夏までに約３百人が参加

し、サービス期間を延長する人が多いとい

う。 
 
(3) 健康維持コミュニティサイト 
ダイエットや禁煙・禁酒など１人では続

けにくい健康維持活動に関し、同じ目的を

持つ仲間とコミュニケーションを図りなが

らモチベーションを維持していく仕組み。 
 
① 彩健康倶楽部「ネット de ダイエット」 
利用者が専用のページにその日の体重を

書き込むと、自動的に折れ線グラフで表示

される。コミュニティの参加者は誰でもこ

の折れ線グラフを閲覧可能で、グラフの下

の掲示板で進捗状況を報告したり、励まし

あったりできる。利用料は無料。 
 
② 高橋裕子医師主宰「禁煙マラソン」 
ネット健康管理の草分け。メーリングリ

ストに加入し、毎日の状況をメールで報告

しあう。禁煙成功者のアドバイスや医師に

よる助言もあり。卒業生は次回のマラソン

で参加者に助言し協力することによって、

自らの禁煙維持にも役立つ。禁煙マラソン

卒業者の禁煙維持率は平均６割。通常の禁

煙外来を受診した人で禁煙を続けられる人

は３割といわれているので、比較的高い効

果があるといえる。 
 
(4) ネット診断・相談 
ネットあるいはパソコンにインストール

したソフトを通じて簡易な診断や相談機能

を提供するサービス。ただし、個人向けの

サービスでは収益確保が難しく、企業や健

康保険組合を通じてのサービス提供へ向か

っている。 
 
① ティーペック「e メール健康相談」 
年齢や体調が悪くなった時期などの基本
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情報を入力したあと、症状を入力すると、

３～４日後にアドバイスが返信される。返

事を出すのは、同社と契約している３百人

以上の医師や保健婦。希望により自宅近く

の医療機関のリストなども送付される。企

業や健康保険組合から受注して、社員向け

に提供する場合が多い。同社は 2000 年に

88 万件の電話相談を手掛けている。 
 
② ウェルネスオンライン「きれい＊げん

き！」 
利用者は、サイト上で生活習慣病・ダイ

エット・健康食など 48 の分野別に相談を書

きこむ（無料）。相談内容は、同社が組織化

した 30 人の医師グループの担当医師に自

動的に電子メールで送信され、担当医師に

より回答される。希望者には医療機関が紹

介される。現在個人向けに提供しているが、

企業の職域等を通じて BtoE 形式で有料化

する予定。 
 
③ イーホープ「あんしんドクター」 
家庭向けパソコン用ソフト。自分で症状

を入力していくと疑わしい病名がわかるほ

か、医療機関で自分が受けた診療が正しい

かどうかをチェックする機能がついている。 
2000 年 12 月の発売以来、３万本を超える

販売実績をもつ。医療機関で受診するのと

は違うことを十分認識して利用する必要が

ある。同ソフトの説明書の１ページにも「ソ

フトは医師の診療行為の代わりになるもの

ではありません。異常を感じたらすぐに医

師にかかってください。」と記載し、注意を

促している。健康アドバイザーとしてのサ

ービスといえる。 
 
(5) 健康増進ゲーム 
運動不足を気にする人を狙った「体感型」

が増えている。身近な生活シーンを再現し、

楽しみながら健康を増進できる雰囲気つく

りへ向かっている。 
 

① トワイライトエクスプレス「ハッピーダ

イエット」 
プレイステーション用ダイエット支援ソ

フト。主人公「まる」を育てることを通じ

て、カロリー計算や適切な生活リズムを学

べる。また「ステッパーコントローラー」

という専用ジョギング機器（別売）を接続

し、実際に運動することも可能。 
 
② セガ「犬のおさんぽ」 
モニター画面に現れる犬と散歩しながら

自力歩行型フットベルトの上を歩くことで

楽しみながら運動できる体感機器。ラブラ

ドール・レトリーバーや柴犬などから選ん

で散歩が可能。現状は施設向け機器のみだ

が、2002 年度中に家庭向けバージョンを発

売する意向。 
 
(6) 健康モニタ機器（ウェアラブル型） 
利用者が24時間身につけて脈拍や発汗状

態などを計測できることで、利用者の健康

状態の常時・継続的なモニタが可能。また、

データの蓄積により中長期的な治療・診断

に反映できることから注目が集まっている。 
 
① 山武ビルシステム「ビバ・ゴー リスト

ケア」 
腕時計型の装置で脈拍や体温・発汗など

を 24 時間自動計測できる。数値が著しく低

下すると 30 分以内に自動的にコールセン

ター（グループ会社の緊急通報サービス大

手「安全センター」を活用）に通報される。

必要があれば安全センターが救急車を手配

する仕組み。利用者自身は従来のボタンを

押すなどの仕組みと違い、何もしなくても

よい仕組みなので、倒れた場合も放置され

ない。装置一式 12 万８千円だが、2001 年

10 月の発売開始で、50 件受注（2001 年 11
月時点）したという。 
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② エム・シー・メディカル「テレメトリー

指輪型パルスオキシメーター」 
指輪を指にはめて、血液中の酸素濃度と

脈拍を計測してデータを蓄積する仕組み。

電話回線で１日に４～24 回医療機関へ送

信、医師や看護婦にチェックしてもらう。

緊急対応のみならず、中長期的な治療にも

役立てる。一個４万７千円。エム・シー・

メディカルは三菱商事の子会社。2001 年 8
月の発売開始で、約 600 台を受注（2001
年 11 月時点）。 
 
(7) 健康モニタ機器（生活環境活用型） 
サービス利用者となるシニア層に作業負

担をかけずに、通常の生活の中で、健康状

態をモニタする仕組み。 
 
① ノーリツ「心拍数を計測できる給湯暖房

機システム」 
入浴するだけで心拍数を計測し、モニタ

ーに表示するシステム。台所のモニターで

も計測数値を表示、高齢者が入浴している

ときに家族が健康状態を確認できる。大阪

ガスとの共同開発で、2002 年４月に発売開

始し、従来の給湯暖房機システム（約 30 万

円程度）にプラス８万円で設置可能。なお、

給湯暖房機システムは、お風呂のお湯張り

や浴室暖房機能を併せ持つシステムのこと。 
 
② 象印マホービン「みまもりほっとライ

ン」 
電源を入れたり、給湯ボタンを押すと信

号が発信され、利用状況をインターネット

上に蓄積される。１日に２回、メールで別

居の子供にも配信される。2001 年の発売開

始以来、250 件の契約を結んでいる（2001
年 11 月時点）。 
 
③ アートデータ「高感度センサー」 
服の上から心拍数を計測できるセンサー。

布団や便座などに埋め込むなどＯＥＭで製

品化を進めている。 

(8) 遠隔診断・医療・在宅健康診断 
 
① ローソン「郵便人間ドック」 
主婦や自営業者を中心に、医療機関に出

向いて健康診断を受ける機会の少ない人向

けのサービス。ローソン店舗にあるキオス

ク端末ロッピーで申し込むと、医療機関か

ら検査キットが自宅へ届き自分の血液や尿

を送ると、２～３週間で結果が返送される。

さらに２週間後に同研究所の専門スタッフ

から電話があり、結果に基づいた指導やア

ドバイスが行われる。 
検査キットは、愛知診断技術振興財団医

療医科学研究所が技術を開発。現在ローソ

ンでは月数百件の申込があるという。 
 
② 松下電器産業「在宅ヘルスケア支援シス

テム」 
システムを病院や自治体に販売し、病院

などが患者に専用端末「電子健康モニター」

を貸し出す仕組み。電子健康モニターの画

面上で問診に答えたり、体調データを入力

するほか、医師と画面上で顔を見ながら会

話することが可能。2002 年２月に発売開始。 
 
③ メディカル・データ「在宅医療サービス

支援ＡＳＰ」 
患者が身につけた携帯計測機器の情報

（心電データ・血糖値データ等）を、ＰＨ

Ｓ回線を通じて、データセンターに収集。

病院側は適宜データを確認、患者に診断結

果を知らせる。2002 年４月から、同システ

ムを病院に貸し出すＡＳＰサービスを開始

予定。メディカル・データは、京セラコミ

ュニケーションズ・フクダ電子が共同出資

した在宅医療サービス支援会社である。 
 
３．ｅセルフケアの普及のためには何が

必要か？ 
 
以上述べてきた現状における「ｅセルフ

ケア」の商品・サービスの主な課題は、次
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のとおり整理される。 
 
A. インターネットを主体にしたもの 

① サービス存在の認知度が低く、利用

者が少ない 
② 有料サービスの場合、利用者が無料

で試せる環境がなく、参加へのしき

いが高い 
③ ネット相談サービスでは医療保険の

診療報酬が得られないため、別の収

入形態が必要 
④ 相談サービスでは健康相談ではなく、

人生相談になってしまうことも多い 
⑤ 一般個人からお金がとりにくい 
 

B. ＩＴ機器を活用したもの 
① シニア層がＩＴ機器の利用に慣れて

いない場合が多い 
② 計測できるデータが心拍数など、い

くつかに限定されており、費用対効

果が低い 
③ 計測データを活用・管理する医療機

関側の体制整備が遅れている 
 
まず、どうやってサービス認知度を向上

するかは、ネットビジネス共通の課題であ

る。シニア層にはネット利用者が少ないと

思われているが、最近はかなり増えている。

国内最大手のパソコン教室では生徒の

52％が 50 歳以上となっている。しかし、ネ

ット上のどこに、どんなサービスがあるの

かについての知識や嗅覚はまだ余り強くな

い。 
退職した人は、一般に自宅にいる時間が

長くなる。このような人や主婦がよく目を

通すのは自治体が発行する「○○市だより」

のような地域のミニコミ誌である。また、

自治体や教育委員会などが主催するセミナ

ーや学習教室にもよく集まる傾向がある。

したがって、サービス提供者は影響力のあ

る自治体との連携により、サービスの告知

を行ったり、ＩＴ講習会などを通じてサイ

トの利用法を伝えるなどの工夫が有効と思

われる。 
次に、有料サービスについては、使って

みないと効果がわからない場合が多く、し

たがって使われないという「鶏－卵構造」

になっている。これを打破するためには、

例えば２週間程度の「試し利用」期間を設

け、体験してもらうことが効果的である。 
「試し利用」の提供先として有力なのは、

健康情報サービスに親和性の高いフィット

ネスクラブや料理教室などの会員であろう。

また、シニア顧客の獲得に効果的な方法の

一つは、会社を定年退職する時に記念品の

代わりに１年間の無料利用権をプレゼント

することである。いまどき退職記念に時計

をもらってもありがたみは少ないが、元気

なセカンドライフを送るための健康支援サ

ービスのプレゼントなら、贈られる方も利

用する頻度が高くなるであろう。 
また、健康相談サービスは人生相談サー

ビスになりがちとよくいわれる。しかし、

すでに本スマートシニア・ビジネスレビュ

ーで何度も述べているように、シニアビジ

ネスの要諦は、顧客から気軽に相談されや

すい「ゲートウェイ」のポジションを獲得

することである。したがって、人生相談を

含めて相談を受けるポジションに立てるの

であれば、その相談内容から商品・サービ

ス提供に結びつくような仲介アレンジ型の

ビジネスモデルを構築すべきである。 
例えば、あいおい損保子会社の安心ダイ

ヤルは、もともとエンストやパンクなど自

動車に関するトラブルの連絡を受け、最寄

の整備工場から修理担当者を派遣するサー

ビスを提供しているが、住宅リフォームや

生活回りの相談事も多く、様々なサービス

を仲介する「ゲートウェイ」になっている。 
一方、ＩＴ機器の操作に不慣れなシニア

には、使い勝手を考慮したシステム改善と

利用者宅での操作を支援する体制が必要と

なる。例えば、介護ヘルパーの養成講座の

中にそのような機器の扱い方のコースを入
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れ、ヘルパーが高齢者のＩＴ機器利用を支

援するという仕組みが有効と思われる。 
さらに、生活環境活用型のモニタリング

機器は一般にまだ高価であり、低価格化が

求められる。また、購入前に商品の利便性

を体験できる仕組みが望ましい。例えば、

ホテルの部屋にこのような健康サービス機

器一式をセットしておき、そこに宿泊する

ことによって一通り体験できるようにでき

るとよい。このようなサービスを「セルフ

ケア体験パック」として旅行商品のメニュ

ーに組みこむのも面白いのではないだろう

か。最近、クルーズ旅行に人間ドックを組

み合わせたサービスが登場しているが、何

かを楽しみながら健康増進に結びつくとい

うサービスはシニアに受けがよい。 
 
以上、ｅセルフケアの主な課題に対する

解決策をいくつか述べたが、サービス提供

者の最大の課題は、一般個人から利用料を

徴収しにくいことである。このため、サー

ビス提供者の多くは、企業や健康保険組合

から利用料を徴収し、社員個人に提供する、

いわゆる BtoE のアプローチを取っている

場合が多い。 
しかし、セルフケアのようなサービスは

個人のプライバシーに関わる性質が強いた

め、会社のサービスとして提供されても利

用されないことが多い。その理由は、この

ような健康管理サービスの社内における窓

口が総務・人事部などの管理部門にあり、

サービス提供を受けたことが管理部門に知

られてしまうことに対する心理的な抵抗が

大きいためである。 
サービス提供者が一生懸命コンテンツを

整備し、サービスメニューを充実させても、

BtoE のアプローチである限り、エンドユー

ザーである個人の利用には結びつきにくい。

つまり、本来の意味でのセルフケアになっ

ていかないという構造的な問題がある。 
この問題に対する解決策は、セルフケア

を医療行為の一部と見なし、保険制度の適

用を図ることである。病気になった後、そ

の治療に必要なコストよりも、セルフケア

に必要なコストの方が低額になるのは間違

いない。つまり、セルフケアにコストを投

入することが、高額な治療費の発生を抑え、

トータルな医療コストの低減に結びつくと

考えられる。さらに、利用者本人は病気に

なりにくくなり、仕事や生活の機会損失を

低減できる。 
これらの理由により、セルフケアを予防

的な医療行為と見なすことは極めてリーズ

ナブルといえる。セルフケアが医療行為と

認められ、一部でも保険治療の適用範囲に

なることで、一般個人の利用に対するしき

いはかなり低くなるはずである。 
日本の国家予算 60 兆円のうち、半分の

30 兆円が医療費である。そのうち 14 兆円

が 65 歳以上の医療費であるといわれてい

る。高齢化の進展による医療費の増大を食

い止めるためには、何らかの医療費抑制手

段が不可欠である。セルフケアを医療行為

と見なし、保険適用の対象とすることは、

医療費抑制の有効な手段となる。 
 

（2002.3.1） 
 

このレポートに対する感想、ご意見をお待ちし

ております。メールアドレスは次のとおりです

hirmurat@softbank.co.jp 
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