Vol. 03

我が国の医療分野における データ活用を巡る環境の変化について

我が国の医療分野における
データ活用を巡る環境の変化について
～モバイルヘルスは何をどう変えていくのか～
問い合わせ先 : 03-3648-1271
（HRI REPORT 担当）

Vo l. 0 3

paramount-hri@paramount.co.jp

そのような環境の中で、現役世代の減少（ 担い手不足 ）

少子高齢化対策としての
「ビッグデータの収集・活用」

を補う意味でも、たとえば、ロボットの活用可能性が大
きいことを述べた。

現在、我が国の医療を巡る環境の中で最も変化が著

医療分野においても、担い手不足対策は喫緊の課題で

しく、影響が大きいのは、かつて経験したこともないよ

あり、腰痛対策や巡回の負担軽減などでもロボットの活

うな大規模で急速な少子高齢化であることに間違いない

用は期待できる。そのようなロボットに関わる技術の向上

（ PARAMOUNT HRI REPORT Vol.01 参照）。不確

が日々加速しているのも昨今の医療を巡る環境の大きな

実性が大きい世界にあっても、人口動態だけは将来ほぼ

変化である。

予測どおりに生じるから、議論の余地は少ない。

もっとも、担い手不足対策のための技術革新はロボッ

それでは、私たちはどうしたらいいのか。

トだけではない。そもそも、自由で安心して暮らせる社会

先月の PARAMOUNT HRI REPORT Vol.02 では、

を目指して、限られた医療資源（病院・クリニックや医師・

〈 ビッグデータ収集・活用のイメージ 〉
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…
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（出典）経済産業省ホームページ（製造基盤白書（ものづくり白書））より作成
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_html/010103.html
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看護師など）をより最適に配分していくためのあらゆる技

求められる
「費用対効果」
の課題

術革新が求められている。
団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、住

さて、医療資源の最適配分は具体的には「 費用対効

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

果 」に集約される。その際、重要なのは、何を「 効果 」

ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支

として評価するか、ということである。たとえば、単にそ

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を

の人の病気だけを治せばいいのか、あるいは、その人の

国は進めているが、そうした地域において限られている

生活の質を上げるところまで含めるべきか、というような

医療資源の最適配分がまずは必要となろう。

具合である。米国などではすでに、ヘルスケアの分野に

その中で、いま特に注目されている対策がある。それが
「ビッグデータの収集・活用」である。
「ビッグデータの収
集・活用」が注目されてきた理由には、それらを可能に

おいてvalue-based という考え方がかなり普及している。
簡単にいうと、患者に value（価値）を生まない診療には
報酬は支払われない、ということである。

してきた技術革新がある。具体的には、スマートフォン普

また、そもそも「 費用対効果」には根本的な課題があ

及、アプリ開発、センシング技術の向上などである。つま

る。それは、データをどのようにして収集するか、という

り、これらの技術革新が、我が国の医療を巡る、もうひ

課題である。医療の現場には大量の多様な情報が存在し

とつの大きな環境の変化になってきている。より広い意味

ている。アナログやテキストの情報も多い。それらをどの

で医療資源の最適配分を実現するための情報収集・活用

ようなデータセットで捕捉できるのか、これまでも苦難を

が可能になってきている。

強いられてきたし、これからも決して簡単ではない。

こうした分野については、我が国の投資機会の創出と

その点、日々進化しているセンシング技術によって医療

いう側面もある。新しい技術がどんどん入ってくること自

現場のデータをより効率的に収集することが可能になって

体が、職場を生き生きとさせ、結果として、生産性も上げ

きている。つまり、医療現場における膨大な様々な情報

る効用も無視できない。

を、あまり負荷なく、デジタルデータとして容易に収集・

〈 健康・医療・介護等関連分野センサーの活用イメージ 〉

健康・医療・介護等関連分野での総合的データ連携モデル
ースマートプラチナプラットフォームの実現 ー
健康情報や医療・介護情報、生活情報等を連携させるプラットフォーム
（スマートプラチナプラットフォーム）を構築。
一人ひとりを軸とした各種サービスの有機的な連動、蓄積されたデー
タをパーソナル化し本人による利用等を可能に。
健康情報や医療・介護情報を基にした、よりきめ細かな予防サービス
やライフサポートの提供などによる地域活性化、新サービスの創造。
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▶一方、60％以上の国民が「自宅で療養したい」
（住み慣れた地域で可能な限り生活を続けたいニーズ）
地域における医療・介護等の関係機関連携の重要性
地域や住環境を軸とした健康づくり、安心できる生活環境の構築
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（出典）健康・医療戦略推進会議 次世代医療 ICT タスクフォース資料より作成
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai/dai2/siryou3.pdf
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集積していくことが可能になってきている。これまでも
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ないか。

データの集積は求められてきたが、最大のハードルは記
録の負荷（ デバイスの装着やデータのインプットなど）で
あった。センシング技術の進化の最大の意義はそうした
負荷を軽減することである。単身高齢者が急増する今後
はますます重要な技術となるに違いない。

「モバイルヘルス」
という環境変化
このように「費用対効果」におけるデータ収集・活用が
注目されている背景には、欧米で一般的な用語になって

しかし、センシング技術ばかりが進んでも、役立つビッ

いる「 モバイルヘルス」がある。先ほど述べた、「 ビッグ

グデータが構成されるとは限らない。データは無造作に

データの収集・活用」を可能にしてきた、スマートフォン

収集してもあまり意味がない。

普及、アプリ開発、センシング技術の向上などである。

どのようなディメンション（評価軸）で、どのようにデー

「 モバイルヘルス」には、ヘルスケアの現場で、スマー

タを定義していくかによってデータの意味合いは大きく変

トフォンを導入することだけではなく、アプリを活用する

わってくる。私たちは、何かを語るとき、よく「 エビデン

ことも含まれる。そうしたアプリはデータの収集や活用に

ス」という言葉を用いる。そのとき、すでに存在している

用いられる。

データを「エビデンス」として使おうと試みることも少なく

欧米の医療現場では実際に、たとえば、医師と患者の

ないが、実際にはうまくいかないことが多い。すでに存在

間で診療情報（電子カルテ）を共有し、コミュニケーショ

しているデータのディメンションや定義が異なったり、不

ンを図ることで、結果として、費用対効果を促進するアプ

明だったりするからだ。また、それらのデータは、理論と

リも導入・運用されている。個人の診療情報をあらかじめ

かアルゴリズムとかで、いわば、加工されていることも少

データベースに集積・保管しておき、万が一のときに活用

なくない。

するＰＨＲ（ Personal Health Record）の普及も「モバ

医療現場では、検査が繰り返される。医療現場で信用

イルヘルス」によって加速しつつある。

されるデータは基本的には、目の前の「ローデータ
（生デー

このようなアプリは、ヘルスケアの現場からの要望にも

タ）」である。なぜなら、医療の世界は複雑系だからでは

かかわらず導入が遅れてきた。その理由は、医療従事者

〈 モバイルヘルス
（アプリ）
の活用イメージ 〉
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健 診・検 診 結 果と
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態に 即した良 質 な
予防・健康増進プロ
グラムを提供

PHR事業者

配布

個人番号カード

高付加価値
ヘルスケアサービス

臨床研究機関等
データ
二次利用

蓄積されたデータを匿名
化した上で分析・活用

【アプリを通じて個人の医療・健康情報を時系列で収集・活用】

（出典）未来投資会議資料より作成
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_iryokaigo_dai1/siryou5.pdf
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の信頼に足る水準が確保されていない、という点が大き

対処するようなところがある。たとえば、病名などという

かった。

ものは、これまでの情報集積の結果区分であって、おそ

欧米の医療現場ではすでに医療機器としてのアプリの
導入が加速しており、我が国でも、医療機器または先進
医療として信頼できるアプリが開発・導入される日もそう
遠くはないだろう。

らく実際には、もっと多くの病名が存在するのであろう。
「複雑系」とはそういうものだ。
医療現場では、まだまだ解明されていない事象は少な
くない。たとえば、バリアンス（ variance, クリニカルパ
スからの逸脱）はほんとうにクリニカルパスの未達成にす

「複雑系」
の医療では「モバイルヘルス」
が有効
ところで、これだけ医療の世界でビッグデータ活用が
注目されているのには、医療特有の性質がある。それは、

ぎないのか、アウトライヤー（ outlier, 標準からの異常な
乖離）はほんとうに外れ値として捨象していいのか。
このように医療は「 複雑系」であるがゆえに、不確実
性に満ちている。

医療が本質的に「複雑系」ではないかということだ。
「複

最後に、少し触れておきたいのは、そうした医療現場

雑系」の世界では、複雑であるからこそ、物事の因果関

での意思決定（ 責任）の問題である。欧米では、共同意

係はますますよくわからない。だから、表面に顕現する、

思決定（ ＳＤＭ：Shared Decision Making ）という考

できるだけ多くの情報を収集して、直観的に判断していく

え方が注目されている。簡単にいうと、医療従事者（ 専

しかない。それが医療に関わるビッグデータの意義とも考

門家）と患者・家族が適切な治療に共同で責任をもつと

えられる。

いうことだ。そのためのアプリも開発・運用されている。

そもそも、人間の体は「複雑系」そのものではないか。

つまり「 モバイルヘルス」が共同意思決定を促進してい

メカニズムはよくわからないが、どういう症状に対して、

る。そういう意味では、「 モバイルヘルス」は最大の医療

どういう治療を行うべきか、過去の情報の集積によって

を巡る環境の変化といえるかもしれない。
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