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年で約 60 万台、2020 年には約 650 万台、SmartBand

モバイルヘルスの開発・活用の拡大傾向

は 2015 年で約 140 万台、2020 年には約 350 万台に達

PARAMOUNT HRI REPORT Vol.03 でも述べた

するとの予測もある。

ように、現在、モバイルヘルス（モバイルを活用したヘル

同 REPORT でも述べたように、モバイルヘルスの活

スケア）が注目されている。そのためのセンサーの開発・

用は、特に医療現場で期待されているといえる。今後、

活用も進んでいる。

そのためのセンサーの開発もますます進んでいくであろ

すでに、腕に装着するセンサーデバイスについては、

う。そこで本レポートでは、医療分野におけるセンサーデ

市場価格１万円程度で購入できるデバイスも一般に販売さ

バイスとそのアプリケーションソフトについて述べていき

れていることもあり、市場が拡大傾向にあるといえよう。

たい。

下記グラフによれば、たとえば、SmartWatch は 2015

〈 ウェアラブルデバイスの市場規模予測
（国内）〉
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（出典）平成 28 年度版情報通信白書（総務省）より作成
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/image/n3104010.png
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センサーデバイスがコストを軽減する
前述の、腕などに装着するセンサーデバイスはウェアラ

国内外の医療分野で加速するセンサーデバイスとビッグデータの活用について

場にも同様なことがいえる）。センサーデバイスのさらな
る開発・活用は今後、国の医療費（ 介護費）の適正化に
大いに貢献するであろう。

ブル型と呼ばれる。
ウェアラブル型を医療現場で活用するための課題として
は、①充電、②装着感の 2 点があげられる。高齢者の
患者への適用を想定すると、認知症や術後せん妄によっ
て患者が自分で外してしまうことが容易に想像される。そ
の対策として、装着感のないウェアラブル型が求められて
いる。

糖尿病・認知症対応などの
アプリケーションソフト
次に、センサーデバイスを運用するためのアプリケー
ションソフトについて述べたい。
医療分野では、センサーデバイスを運用するためのア

装着感のないウェアラブル型としてはすでに、センサー
を衣服に内蔵する方法がある。また、皮膚に貼り付ける
センサーの実用化も考えられる。皮膚の炎症も回避して、

プリケーションソフトにも、より高度な専門性が求められ
る。
たとえば、身体表面に貼り付け、グルコース値を検出

装着感のないセンサーが、今後製品化・社会実装される

し、食事・運動・薬物の影響や効果をリアルタイムで知る

ことが期待される。

ことができるセンサーデバイス、アプリケーションソフト

ウェアラブル型と並行して、非ウェアラブル型も開発・
活用されている。非ウェアラブル型は、大別すると、設置
するタイプと、ポータブルタイプが存在する。

も開発されている。
認知症対策としてのアプリケーションソフトも期待され
ている。たとえば、センサーデバイスとしてベッドマットレ

こうしたセンサーには、患者への肉体的・精神的負担

ス下側に設置する睡眠センサーを活用し、睡眠時の状態

がないという患者にとってのメリットと、センサー精度が

を知ることで認知症などの抑制につなげる取り組みなど

向上すればするほど業務効率化が増すといった医療従事

である。

者にとってのメリットがある。また、転倒事故も大幅に減

欧米ではすでに、スマートフォンを活用した医療用アプ

らせるというような患者・医療従事者双方にとってのメリッ

リケーションソフトが、当局の認可を取得して活用されて

トも期待できる。

いる事例が増加し、ガイドラインも策定されている。日本

総じて、センサーデバイスの医療現場へのさらなる導
入によって、大幅なコスト削減効果も期待される（介護現

でもすでに、医療用アプリケーションソフト単体が規制対
象として取り扱われるようになっている。

〈 非ウェアラブルセンサーの事例 〉

（a）
設置センサー

（b）
ポータブルセンサー

（出典）パラマウントベッド株式会社ホームページより作成
http://www.paramount.co.jp/learn/inversion/leaving
http://www.paramount.co.jp/learn/reductionworkburden/nemuriscan
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〈ウェアラブル端末の活用例イメージ 〉

地域包括ケアシステムにおける
モバイルヘルスの活用

対象者
※糖尿病有病者（軽度）等

これまでの PARAMOUNT HRI REPORT でも述

HbA1c（NGSP）≧6.5であって、
透析、インスリン等を行っていない者
15000

べられているように、我が国では、未来投資会議などで、
医療（介護）における ICT 活用について様々な提言がな

主に活用する健康情報等の項目

①日常生活のモニタリングをするための情報
●歩数・活動量
（歩数計等のウェアラブル機器等で計測）
②症状の変化をアラートするための情報
10000
●体重
●血圧
●症状の度合いを示す項目：HbA1c（医療機関等で定期的に検査）

されている。
その中で、特に期待したい分野として、遠隔診療にお
けるモバイルヘルスの開発・活用がある。たとえば、薬剤
師と基幹病院がテレビ電話を用いて連携し、在宅で処方
を可能にすることなどが注目されている。そのほかにも、

事業イメージ
5000

呼吸の乱れを適切に判断して在宅での看取りを促進する

事業主／保険者

健診データ

ことも期待されている。

産業医
保健師等

レセプトデータ
必要に応じて
情報を共有

0

臨床医

英国で促進されている
モバイルヘルスの取り組み

健康関連データに基づき
モニタリング・
症状の変化をアラート

介入して
行動変容を支援

歩数・活動量、
体重、血圧等
の健康データを蓄積

最後に、モバイルヘルスにより集積されたデータ（ ビッ
グデータ）を活用する施策について述べたい。

健康関連
データベース

対象者

いわゆるビッグデータ活用は諸外国でも積極的に推進

日々の行動を自らモニタリング

されており、たとえば英国では、NHS Digital として、

（出典）
「新産業構造ビジョン」
（経済産業省）より作成
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/
shin_sangyoukouzou/pdf/017_05_00.pdf

NHS（ National Health Service；国民保健サービス）

〈 遠隔診療や AI 等の技術革新に係る取組 〉

これまでの取組

目指すべき在り方
• AIを用いた最新のエビデンスや診療データの解析により、
患者が最適な診療を受けられるシステムを構築。

【遠隔診療の診療報酬上の取扱い】
［医師対医師のケース］
• 遠隔画像診断
※CT等により撮影された画像を他医療機関の専門の医師に送信し、
その診断結果を受信した場合も、診断行為を評価。

• 遠隔病理診断
※患者から採取した標本画像等を他医療機関の専従の医師に送信し、
その診断結果を受信した場合も、診断行為を評価。

• AIやIoT等のICTを活用した診療支援や遠隔医療等の
技術革新を、診療報酬の中に、現場や国民がメリットを
実感できる形で、十分なエビデンスの元に組み込み。

［医師対患者のケース］
• 電話等（テレビ画像等も含む）
による再診
• 心臓ペースメーカー等の遠隔モニタリング
※在宅患者のペースメーカーから送信されたデータを医師が確認し、指導・
管理を行うことが可能。この場合の指導・管理行為も診療報酬により評価。

今後の検討の進め方
【遠隔診療】

• 今後も関係審議会での議論を踏まえ、エビデンスを収集した
上で平成30年度診療報酬改定での対応を検討していく。

在宅患者のペースメーカー
から稼働状況を送信。

医師は医療機関において稼働状況を確認。
状況に応じて必要な指導を行う。

【人工知能（AI）の研究開発の取組】
平成２８年度より、臨床研究等ＩＣＴ基盤構築研究事業及び
医療のデジタル革命実現プロジェクトにおいて、Ｘ線や病理診
断へのＡＩの応用や、ＡＩを活用した診療支援システムの開発
に関連した研究事業を開始している。

【AI】

• AIを用いた診療支援技術を確立し、平成32年度までの
実装を目指す。
• 平成30年度診療報酬改定において、十分なエビデンスの元
に、AIを用いた診療支援に向けたインセンティブ付けの検討
を行う。

（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_dai4/siryou1.pdf
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を中心としたビッグデータの収集・解析・活用が 2020 年
を目標に進められている。
これを実 践するための戦略として、顧客とのつなが

国内外の医療分野で加速するセンサーデバイスとビッグデータの活用について

今後の展望
モバイルヘルスの開発・活用については、様々な社会

り (Customer engagement)、早 期 戦 略 修 正 (Rapid

課題の解決や医療費の削減など、その期待は高い。また、

tactical improvements)、新たな創造性のあるサービス

医療（介護）で実用化されたものは、その適用領域が一

の開発と社会 実 装 (Developing and delivering new

般向けにも拡大する可能性がある。超高齢社会をむしろ

innovative services)、
サービス・技術・労働環境の変容

機会としてとらえ、医療（ 介護）におけるモバイルヘルス

(Transformation of our services, technology and

の開発・活用に関するイノベーションの推進がいま特に求

workforce) をあげ、推進している。

められている。

〈 英国 NHS の医療情報へのアクセスは膨大 〉
各都道府県が開設している医療機能情報提供制度のホームページのアクセス状況等の利用状況について、都道府県の担当部局に対してアンケー
ト調査した（平成 23 年 9 月）。
○アクセス数が横ばいか、又はやや減少している都道府県も一部あるものの、ほとんどの都道府県において概ね増加傾向にあった。
○アクセス数の主なカウント方法には、
①トップページから別ページへの移動をその都度、複数回カウントする方法（閲覧されたページ数を反映）
②トップページへのアクセスを一回限りカウントし、その後の別ページへの移動をカウントしない方法（各県の医療機能情報提供制度のホー
ムページへの訪問者数を反映）
の二種類があり、それぞれの平成 22 年度（又は平成 22 年）における実績は以下のとおり※１
平成 22 年（度）実績（39 県分※２）

アクセス数（一日当たりに換算）

合計

34,505

アクセス／日

一県当たりのアクセス数の平均値

885

アクセス／日

一県当たりのアクセス数の中央値

403

アクセス／日

※２

平成 22 年度にアクセス数をカウントしている都道府県分

①を採用する県（23 県分）の実績

アクセス数（一日当たりに換算）

合計
一県当たりのアクセス数の平均値
一県当たりのアクセス数の中央値
②を採用する県（16 県分）の実績

26,164

アクセス／日

1,138

アクセス／日

447

アクセス／日

アクセス数（一日当たりに換算）

合計

8,341

アクセス／日

一県当たりのアクセス数の平均値

521

アクセス／日

一県当たりのアクセス数の中央値

265

アクセス／日

【参考】英国「NHS Choices」の実績（2011 年６月、NHS のホームページより）：約 310,000

アクセス／日（②の方式を採用、一日当たりに換算）

※１ ほとんどの都道府県では、①又は②のいずれか一つを採用している。①と②の両者を採用している都道府県については、②に分類して合計等を算出した。
また、検索機能を使用した回数やトップページへのアクセス数をカウントしている県については、便宜的に①に算入した。

（出典）医療情報の提供のあり方等に関する検討会、病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会資料（厚生労働省）より作成
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ywey-att/2r9852000001ywk2.pdf

〈 英国 NHS のこれまでの ICT 関連取り組み例 〉
英国における医療は、NHS(National Health Service：国民健康サービス機構 ) が行う国営医療である。英国における医療の情報化は、長
い待ち時間等深刻な医療問題改革を目的として、1986 年から、国の Information for Health 戦略が作成された。1999 年からは ICT 専門家
500 人以上からなる NHSIA（NHS Information Authority：NHS 情報庁）を創設して医療改革が進められたが、各地域組織間での連携がとれ
なかったことから、進展しなかった。
そのような中、2002 年 10 月に、これまでと推 進 方法を一 新し、資 金も大 型 化した情 報 化に対する新たな国家 計 画ＮＰｆＩＴ（National
Project for IT）を開始した。この計画では、全国的な EHR の構築を目指しており、電子政府や e ビジネスなどの成果の上に、巨大の資金を投入、
実証された技術や標準を採用、世界中のベンダーを総動員して計画を推進している。
現在では、ＮＰｆＩＴを引き継いだ NHSCFH（NHS Connecting for Health）を策定し、ICT を用いて患者と医療従事者との間をつなぐことに
より、英国全土に安全かつ安価な医療を提供することを目標としている。
この計画では、2010 年までに英国全体に EHR を実現させ、電子処方箋サービスを 2005 年までに 50%、2006 年 7 月までに 100％の普
及を目指し、また、National Network Service により、2007 年 5 月までに 18,000 箇所以上をネットワークで接続する予定である。また、電子
予約システム、電子処方箋、PACS(Picture Archiving and Communications System) を中心に 2010 年までに NHS 全体の情報化を予定して
いる。

（出典）医療分野におけるＩＣＴの利活用に関する検討会報告書（総務省）より作成
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/iryou_ict/pdf/060323_2_02_2.pdf
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