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あらまし 我々は生活習慣と健康状態に関する時系列データを解析し、両者の間の相関ルールを抽出する健康デ

ータマイニングについて研究を行ってきた．一方、2008年度より生活習慣病の早期発見と生活指導による予防を柱
とした特定健診・保健指導が実施される．これは、メタボリックシンドロームの概念が導入されており、生活習慣

病を早期に発見、予防することで医療費の削減を目指すものである．本研究では、健康データマイニングをコアに

して特定健診・保健指導を支援するシステムの開発を行っている．開発したシステムでこれまでに、３６名のモニ

タについて３ヶ月間の時系列データから保健指導に役立つ相関ルールを得た． 
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Abstract We have studied healthcare-data-mining, which extracts personally useful information, such as rules and patters 
concerning lifestyles and health conditions, from daily time-series personal health and lifestyle data stored on a personal 
dynamic healthcare system by using mobile phone and web technologies. On the other hand, a health-check system for 
protection against metabolic-syndrome will start in 2008 in our country. In this new system, checking one’s health based on 
medical data that specifies the relationship between personal lifestyle and health data is very important. The purpose of this 
study is to develop a new system supporting the health-check system based on healthcare-data-mining we have developed. In 
this paper, we presented some useful association rules that could lead to a lifestyle-improvement guideline for monitors of this 
system. 
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1. はじめに  
日本の医療費は年々肥大化を続け、平成 16 年度の

国民医療費は 32 兆 1111 億円、前年度の 31 兆 5375 億
円に比べ 5737 億円、1.8％の増加となっており、国民
一人当たりの医療費は 25 万 1500 円、前年度の 24 万
7100 円に比べ 1.8％増加している（図１）．また、国民
医療費の国民所得に対する割合は 8.89％（前年度

8.80％）となっている．この状況を改善するには、若
いときから生活習慣病の予防に注意を払い、生活習慣

病の境界域段階で留めることで重症化や合併症の発症

を抑えることが重要である．その結果、中長期的に医

療費の増加を抑えることになる．  
そこで、平成 20 年度から「特定健診・特定保健指

導」が実施される．本研究では、既に稼動実績のある

 



 

個人健康管理システムをインターネット環境からスタ

ンドアローン環境へ移行し、共同研究先の協力により、

多数のユーザ（モニタ）について生活習慣および日常

の健康に関するデータをオフラインで解析し、できる

だけ多くの事例により特にメタボリック症候群の予防

[2]を目的とした生活習慣の改善に関するルールを抽
出することを目的とする．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 図１ 国民医療費と対国民所得比の年次推移 [1] 

Fig.1 Trend of Medical Cost in Japan 
 

2. 研究方法  
2.1. 健康データマイニング 
これまでの研究により、生活習慣と健康状態に関す

る時系列データ間の相関係数という統計学の概念と情

報理論に基づく相関ルールマイニングの手法を組み合

わせ、ユーザ個人毎に蓄積された時系列データから自

動的に生活習慣と健康状態の相関ルールを抽出するこ

とに成功している．そして、複数のユーザについて生

活習慣と健康状態に関するユーザ固有の相関ルールが

得られており、健康データ項目ごとにどのような生活

習慣がどの程度続くと影響が出てくるかといった知見、

また、その影響が時間的に遅れをもって現れることが

ある、など興味深い結果が得られている [3]-[6]．  
本研究では、集団を対象にした疫学的な手法で生活

習慣と健康状態の相関を求める従来の研究と異なり、

個人の時系列データを解析することにより、個人ごと

の相関ルールを抽出する．すなわち、個人の生活習慣

データ項目を入力変数（独立変数）、健康データ項目を

出力変数（ターゲット変数）として位置付け、｢生活習

慣データ Y=y ならば健康データ X=x の傾向がある｣と
いった個人ごとのルールを抽出する．  
ここでは、情報倫理に基づく相関ルール解折手法で

ある ITRULE アルゴリズム [7]を用いている． ITRULE
アルゴニズムは、  

 
If  Y = y, then  X = x  with probability p          (1) 

という簡単なルールを生成する．健康データマイニン

グでは、Y は生活習慣データ項目で y はその条件、X
は健康データ項目で x はその値である．結論部は関心
ある健康データ項目 1 つに制限するが、前提部を複数
にすることを許容する．つまり、Z を別の生活習慣デ
ータ項目、 z をその条件として、  

If  Y = y and Z = z,  then  X = x  with probability p  (2) 
なるルールを許容する．ルール(2)をルール（1）の特殊化と
呼ぶ． ITRULE アルゴニズムでは、蓄積された多くの
データセットから有効なルールを生成するメカニズム

として式（3）に示す J 測度を用いる [7]．  
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式（3）において、大括弧内は Y=y という事象が起き
た場合に X の値に関して得られる情報量の大きさ表す．

ルールの場合には X = xか X = xなので 2項の和になっ

ている。即ち大括弧内は Y = y という前提がある場合
とない場合で Xの値に関する確率分布がいかに異なる
かという尺度であるともいえる．Ｊ測度は、これに母

集団において Y = y という事象が起きる確率 p(y)を掛
けたもので、この値が大きいほどよいルールというこ

とになる．  
 健康データマイニングに ITRULE アルゴリズムを用
いる利点として、  
・ 入力変数の値が数値でも可能なため、生活習慣デ

ータの加算値を入力変数に選択できる  
・ 大規模データから J 測度評価という単純なメカニ
ズムで有効なルールを生成できる  

・ 不必要に前提条件（生活習慣の条件）を複雑にす

ることがない  
ことなどが挙げられる．  
実際にはルールのＪ測度は、蓄積されたユーザ毎の時

系列データセットをサンプル集団として、p(y)をルー
ルの前提条件がデータセットからのサンプルと一致す

る確率、p(x)をルールの結論がデータセットからのサ
ンプルと一致する確率、p(x |y)を前提条件で条件付けら
れたルールの結論の条件確率、として計算する．具体

的なルールの自動生成プロセスは、以下に示すように

ユーザ毎の時系列データセットをサンプル集団とし J
測度が大きいルールが生き残るように実行される．  

(a)各出力フィールドX i（関心のある健康データ項目）

を順番に処理する。即ち次の出力フィールドを対象と

する前に、現在の出力フィールドに対して全てのルー

ルを生成する．  
(b)各出力フィールドX iに対して、ある 1 つの値x kを

 



 

選択する。そして、次の値を対象とする前に、現在の

値を結論とするすべてのルールを生成する．  
(c)各値x kに対して、それぞれの入力フィールドY jを選

択する．  
(d)各入力フィールドY jに対して、それぞれの条件 y q

を選択する。それぞれの条件は、入力フィールドのデ

ータ型によって異なる．  
(i)シンボル値フィールドの場合、フィールドの各値が
条件となる．  

(ii)数値値フィールドの場合、値はソートされ、各値
が 2 分割境界としてテストされる。具体的には、各分
割に対して J 測度が算出され、最も大きい J 測度を持
つ分割が選択される。従って「選択された分割値より

大きい」と「選択された分割値以下」の 2 つの条件の
みが可能となる．  
(e)ルール [Y j  = y qならばX i  = x k ]に対して、J測度を算出
する．  
(f)算出された J測度の値が、ルール格納テーブルの中
の同じ結論（X i  = x k）を持つルールの中で最大のJ値よ
り大きい場合、またはテーブルの中のルール数が設定

された最大数未満でかつ設定された最小サポート率お

よび最小確信度基準を満たしていればテーブルにルー

ルが格納され（必要に応じてJ値の低いルールが置き換
えられ）さらに式（4）で示すJ s値が評価される．それ

以外の場合は、次の入力フィールドの条件に進む．こ

こでサポート率とは、サンプルデータセットの中でル

ールの前提部が真のレコードの割合、確信度とはルー

ルの前提部が真のレコード中で結論部が真のレコード

数の割合である．  
(g)J sの値が、ルール格納テーブル中のルールの J値の
最小値より大きい場合にはルール特殊化（前提条件の

追加）を試みる．  
(h)すべての入力フィールド条件、入力フィールド、出
力フィールド値、および出力フィールドを検討し終わ

るまで処理を繰り返す．  
ここで、前述の J s値とルールの特殊化について説明

する．ITRULEアルゴニズムではテーブルにルールが格
納されると、そのルールを特殊化する（前提条件にさ

らに別の条件を追加する）潜在的な利点があるかどう

か調べる．このために式（4）で定義されるJ s値を評価

する [7]．  
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J s値は特殊化を行った場合のJ値の上限値である．従っ
て、この値がその時点でのルールにおける最小のJ値よ
り大きい場合にはルールの特殊化を試みる．即ち、前

提条件にさらに別の入力フィールドを追加して、元の

特殊化されていないルールの場合と同様な処理 (（ a）
～ (h)を実行する．そして、特殊化されたルールの J値
がその時点でのルール格納テーブルにおける中の最小

のJ値を超えていれば、そのルールを置き換える．  
特殊化は、追加する入力フィールドがなくなるまで

処理を続けることができるが、健康データマイニング

では、前提条件が多いあまりにも複雑なルールは適当

ではないので、最大 2 つとした．  

2.2. モニタの募集  
研究に先立ち、不特定多数のモニタをできるだけ多

く集める為、共同研究先の協力により、性別などを特

定しない複数のユーザ（モニタ）３０人を、雑誌にて

モニタ募集広告を掲載した．  
さらに、健康福祉センター等の協力により、地域包括

支援センター・ヘルパーステーションをはじめ、介護

支援事務所、および公共共同入浴施設内の脱衣所やラ

ウンジ、レストラン、また併設されたトレーニングル

ーム内に、モニタ募集のポスターを掲示した．  
加えて、栃木県内の大手企業において、健康管理室の

協力により、従業員１１９７名のうち、今年の健康診

断の結果から、実際に保健指導が必要と思われる方を

中心に、今回の研究に協力してもらえるモニタを集め

た． 

2.3. 医学的観点からの照合・評価  
性別などを特定しない複数のモニタから得られた

生活習慣と健康状態に関するモニタ固有の相関ルール

を検証し、健康データ項目ごとにどのような生活習慣

がどの程度続くと影響が出てくるかといった知見を、

さまざまな文献と照合をおこなった．また、システム

の機能および意義の評価については、協力モニタへの

インタビュー、協力企業の健康管理室へのインタビュ

ーなども行った．  
さらに、抽出されたモニタ個人ごとの相関ルールと

記録された生活習慣と健康状態の生データとの照合を

おこなうことで有効性の評価が可能となる事例もあっ

た．  
 

3. 結果  
3.1. モニタ募集結果  
平成 19年 12月末日までに集まったモニタ数は男性２
２名、女性１６名の計３８名であるが、その内、何ら

かの相関ルールが抽出された有効モニタ数は３６名で

あった（表１）．  
有効モニタの構成を図２に示す．今回は特に性別、

年齢制限等をつけず家族も対象としたので、若年から

壮年の幅広い分布になっている．  
尚、どのようなアプローチでモニタになったかであ

 



 

るが、雑誌からの応募者は４名あったものの、機器の

故障なども重なり全員がリタイアした．また、ポスタ

ーを閲覧された方からの問い合わせは数件あったもの

の、残念ながら応募者はいなかった．従って、モニタ

は全員大手企業の従業員、およびその家族であった．  
 

表１ モニタ基本情報一覧  
Table1 Attribute of Monitors 

 
N

o． 
性別 年齢 身長 

備

考 

No

．
性別 年齢 身長 

備

考

1 女 37 154.2  20 女 31 156 

2 男 10 145.6  21 男 46 172.3

3 女 44 156.8  22 男 35 167.2

4 女 42 162.8  23 男 21 175.6

5 女 50 154  24 男 55 164.6

6 女 39 165  25 女 36 162 

7 女 35 157  26 男 43 178.5

8 男 57 176  27 男 56 170 

9 女 34 167  28 男 34 165.2

10 女 39 168.5  29 女 25 151 

11 男 50 178.8  30 男 34 159 

12 男 37 176.3  31 女 41 167.2

13 男 47 171.8  32 女 37 168 

14 男 37 
170 

 
33 男 50 180 不

可

15 男 37 175  34 女 46 143.5

16 男 52 
176.7 

 
35 男 38 169.4 不

可

17 男 31 174.6  36 女 33 152 

18 男 45 167.6  37 男 43 171.8

19 男 31 169.7  38 女 42 157 

注 :１ ) 備考の不可の者は相関が全く得られなかった  
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 図２ モニタの構成  

    Fig.2 Statistics of Monitors 
 

 

3.2. 抽出されたルール例  
各モニタについて、抽出されたルールの中より、特

徴的なものについて述べる．  
モニタ No.２は１０歳の男子である．  
得られたルールは、◆2 日前の朝食がパンで 1 日前の

朝食がパン  ならば  体脂肪率が高い傾向にある〔確信
度=[100%]サポート率=[43%]J 測度=[0.36]〕◆2 日前の
朝食がパンで 1 日前の朝食がパン  かつ  2 日前から 7
日間の実効睡眠時間が 56.7 時間未満  ならば  体脂肪
率が高い傾向にある〔確信度 =[100%]サポート率
=[14%]J 測度=[0.12]〕であった．ここで実効睡眠時間
とは、睡眠時間を睡眠の深さで重みづけしたものであ

る．また、高い、低いの評価はあくまでもその個人に

とって高いか低いかであることに注意を要する．  
このモニタは、オリジナル項目として、〔朝食時〕

にパンかご飯もしくはそれ以外かを設定した．抽出さ

れたルールにより、「パンを選択すると体脂肪率が高

い傾向がある」という相関が得られた．もちろん、摂

取カロリーは食べる量によって違うので一概にはいえ

ないが、ご飯１膳（１００ｇ）と食パン１枚を比較す

ると、それぞれ約１６０kcal とほぼ同程度である．し
かしながら、パン食の場合、バターやジャム、ジュー

スなどの脂質と糖質を一緒に摂取する可能性が高いこ

とから、高カロリー食に繋がったのではないかと考え

られる．  
モニタ No.４の４２歳の女性においては、ルールの

抽出が２０個と非常に多かった．これは、詳細に健康

管理表に記録したためと考える．  
得られたルールは、体重について◆3 日前から 7 日

間の睡眠時間が 38.3 時間未満  かつ  3 日前から 5 日間
のウォーキングが 174.0 分より多いならば体重が高い
傾向にある〔確信度=[100%]サポート率=[29%]J 測度
=[0.24]〕◆3 日前から 7 日間の睡眠時間が 38.3 時間未
満  かつ  1 日前のサプリメント摂取が２回ならば体重
が高い傾向にある〔確信度=[100%]サポート率=［14%］
J 測度=［0.12］〕であった．また体脂肪率については◆
4 日前のサプリメント摂取が３回で 3 日前のサプリメ
ント摂取が２回  かつ  3 日前から 1 日間の実効睡眠時
間が 3.5 時間より大きい  ならば  体脂肪率が高い傾向
に あ る 〔 確 信 度 =[100%]サ ポ ー ト 率 =[14%]J 測 度
=[0.12]〕◆4 日前のサプリメント摂取が３回で 3 日前
のサプリメント摂取が２回  かつ  3 日前から 4 日間の
睡眠時間が 20.8 時間より大きいならば体脂肪率が高
い傾向にある〔確信度=[67%]サポート率=[43%]J 測度
=[0.05]〕であった．  
この結果から、サプリメントの摂取が１日２回だと

睡眠時間とウォーキングによっては、体重が高い傾向

がある．もし、サプリメントだけのダイエット方法な

ら１日３回の摂取が妥当である．しかしながら、１日

２回の摂取でも、適切な運動とウォーキングを併用す

れば良い．また、ウォーキング時間が約２時間未満だ

と大腿周囲が高い傾向があるというルールも抽出され

ているので、もし、足を細くしたいという目標がある

 



 

 
 

のであれば２時間以上のウォーキングが妥当といえる．

しかしこのモニタの場合、式 (5)で定義される  
 

BMI = 体重（kg）÷（身長（m）×身長（m））  （5） 
  

ＢＭＩは 16.6 であり、日本肥満学会の判定基準の“や
せ”に分類される．仮に、サプリメントの摂取がダイ

エット目的ならば不必要なのではないかと考える．  
 今回、特徴的な２名について述べたが、その他にも

多くの興味深いルールが得られた．  
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4. 考察  
4.1. 実際に役に立つシステムとは 
今回、３８名のうち３６名について様々な相関ルール

が得られた．しかしながら、得られたルールのなかで

例えば、体重について｢3 日前から 5 日間の睡眠時間が
33.5 時間より大きい  かつ  3 日前から 4 日間の実効睡
眠時間が 22.7 時間より大きいならば体重が高い傾向
がある｣というケースがあった．ここで、モニタに、睡

眠時間が長いほど体重が高くなるのであれば、減量す

るためには睡眠時間を削れば良いのだという誤解が生

じることが懸念される．また、あるモニタで体脂肪率

について｢3日前の飲酒量が飲み過ぎで 2日前の飲酒量
が飲み過ぎ  ならば  体脂肪率が低い傾向にある｣とい
うルールが抽出された．飲み過ぎを２日続けると、体

脂肪が低くなるというルールを安易に受け止め、飲酒

量が増えれば、当然、健康を害することは目に見えて

いる．   
つまり、得られたルールを適切に評価し分析する能力

と、それを補助する医学的根拠を提供できる環境が整

って、始めてこのシステムが役立つと考えられる．ま

たデータ収集に関しても、ユーザを途中で脱落させな

いよう、バックアップ体制が必要である．そのために

は、次のＩＣＦの考え方が有効と考えられる．  

4.2. ＩＣＦの考え方  
国際的な障害に関する分類法について、世界保健機

構（以下｢WHO｣）において検討が行われ、1980 年、
国際疾病分類の補助分類として｢WHO 国際障害分類
（ ICIDH： International Classification of Impairments，
Disabilities and Handicaps）｣が発表された．その後、
新しい考え方として、国際生活機能分類（ International 
Classification of Functioning Disability and Health，
ICF）が生まれた．図３に ICF（国際生活機能分類）
モデル（2001 年）を示す．ICF は２００１年に WHO
によって採択された考え方で、従来、機能障害

(Impairment) 、 能 力 生 涯 (disability) 、 社 会 的 不 利
(handicap)という３分類で考えられていた障害の理解
を新しくしたものである．この ICF の特徴は、健康・

病気・障害に関わる仕事（介護、保健、医療、福祉、

行政など）に従事する専門職と当事者（利用者、患者、

障害者、家族など）を含めたすべての関係者の総合理

解と協力のための共通言語として作られたものであ

ること、従来のマイナス面よりもプラス面を重視する

用語、考え方になっていること、環境面の影響も含め

て生活機能をみようとすることなどにある．  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図３  ICF（国際生活機能分類）モデル [8] 
Fig.3 ICF (International Classification of Functioning 
Disability and Health) Model 

 
この考え方より、特定健診・特定保健指導の結果、健

康状態や心身機能、活動等に問題が見つかった場合は

もちろんであるが、その予備軍においても同様にそれ

らの自覚症状、他覚症状のみに着眼してしまいがちで

ある．しかし、そのような状況になった経緯にはその

人の健康状態のみならず、個人因子と環境因子といっ

たものも生活機能に深く関与している．それを理解で

きれば、健康指導も画一化された総論的なものでなく、

個々のニーズに合わせた効果的な指導が出来ると考え

られる．  

4.3. 今後の課題  
健康データマイニングにより、個々の健康状態と生活

習慣の相関ルールを多数抽出できることが判った．今

後、ユーザ（モニタ）数を増やし、更にデータを集め

ることで、本システムの問題点を明らかにし、それを

改善する．また、多くのデータから、ある対象におい

て、抽出条件の良い群と悪い群を相対的に比較し、そ

の理由を明らかにする．  
また、今回のモニタには継続して健康管理表を記載し

てもらい、応用行動分析における行動的説明の、｢正の

強化｣となるような、健康指導を実施することによって、

個々に効果的なメタボリック症候群の予防法を探るこ

とが今後の課題といえる．それには、適切な指導法と、

本人のやる気を継続させるよう結果をグラフ化して表

示する等、方策をたてる必要があると考える．  
今後、メタボリック症候群の予防に必要なのは、健康

 



 

に対する一般論ではなく、個々のニーズにあった目標

設定である．また具体的な行動をモニタリングするた

め適切な記録を元に医療（医師・看護師・薬剤師・栄

養士・保健師等）従事者と本人や家族が共同して目標

達成のためアプローチする事が重要である．  
 

5. まとめ  
本研究において、我々が開発した個人健康管理シス

テムをスタンドアローン環境に移し、性別や年齢を特

定しない複数のモニタついて、生活習慣および日常の

健康に関するデータをオフラインで解析した．そして、

３６名のモニタ（ユーザ）から得られた様々な事例に

より、生活習慣の蓄積が、個々にある遅れをもって健

康状態に表れることが明確となった．この事は、生体

内における代謝など複雑な反応が反映されていると推

察されるので、当然、個人差は大きいと考えられる [9]．      
従来の集団を対象とした疫学的な手法で生活習慣と健

康状態の相関を求める研究では、統計的有意差は認め

られても、必ずしも個人にとって有用な情報が得られ

るわけではない．その点、本研究では個々人の時系列

データに基づいているので個人差が前面に現れた結果

となっている．  
今回、特にメタボリック症候群の予防を目的として

考えた場合、個々に適合した生活習慣の改善に効果的

なルールを抽出できたことから、ここで開発したシス

テムが、特定健診・特定保健指導を支援するツールと

して有効であることが示唆された．  
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