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経産省のヘルスケア産業政策を概説

テクノロジーが変えるヘルスケアの未来
「予防から治療、介護まで “ テクノロジーが変えるヘルスケアの未来 ”」を
テーマに東京ビックサイトで開催されたヘルスケア IT2017（主催・UBM
ジャパン）は、4 月 19 日から 21 日までの 3 日間の来場者数が 1 万 1000 人を
超え、ビッグデータの活用、IoT や AI（人工知能）の急激な技術進歩に対す
るヘルスケア関係者の注目度の高さを裏付けた。期間中に開催されたセミ
ナーは基調講演を含めて 90 セッションに達し、出展社は 81 社・団体に及ん
だ。セッションの事前登録者数は延べ 2 万 9000 人で、各セミナーブースは
連日満員の盛況となった。多くのセッションの中から、参加者の関心が高
かった基調講演 2 題、セミナー 1 題のサマリーを以下にリポートする。
【ヘルスケアIT2017 シニア・メディア・パートナー：じほう 医療 ICT NEWS FILE 編集部】
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次世代ヘルスケア産業の創出
生涯現役社会実現に向けて

経済産業省商務情報政策局 ヘルスケア産業課 課長補佐

富原 早夏 氏

不健康では意味がない。平均寿命の延伸に対応して

高齢化は企業自身の課題に

「生涯現役」を前提とした社会システムの再構築が

高齢化の進展は日本社会が直面する大きな課題で

必要となる。そこで、もう一つの背景認識としての

あり、特に人口の超高齢化に伴う社会保障費の拡大

「生涯現役社会の構築」というテーマが浮かび上が

による財政圧迫と労働力の減少による経済活動の停

る。生涯を「就労」
「第 2 の社会活動」
「介護サービス・

滞が懸念されている。

施設の利用」―の 3 つのステージに区分し健康寿命

富原氏は、こうした超高齢化社会の課題の解決に

を延ばしながら最後まで自分らしく生きるための多

は社会保障制度の改革をはじめとした政府の対応が

様なニーズに応じた柔軟な仕組みを作っていくこと

不可欠との認識が一般的である現状について、
「もは

が目標になる。

や政府だけの問題ではなく、
企業が真剣に取り組むべ

予防・健康管理で 4 兆円の市場創出
―健康経営を当たり前に―

き課題になっている」と語る。社会保険料の事業主負
担は法人税収を上回り、継続的に増加しており、法人
所得税と合わせた負担率は国際的にも高い水準と

背景認識の一つである超高齢化は個々の企業に

なっている実態を示し、
医療費の増加が企業経営から

とっての課題であるということから経産省が取り組

も無視できない重要な課題になっていると指摘する。

んでいるのが健康経営の普及だ。

さらに富原氏は、高齢化の実態や医療費の使われ

生涯現役社会構築には予防・健康管理サービスを

方について問題提起する。医療費の大半が人生の最

効果的に普及させる必要がある。富原氏は糖尿病に

終段階で使用されている現状や平均寿命と健康寿命

おける健常者・予備軍に対する発症予防サービス、通

の差である不健康寿命が男女ともに約 10 年存在し

院段階での重症化予防サービスの充実を例示し、糖

ていることから、「費用に見合う幸福が得られてい

尿病以外の生活習慣病を合わせれば年間 4 兆円の市

るか」と疑問を投げ掛ける。長寿は人類の理想だが、

場創出、1 兆円の医療費削減効果が見込めるとした。
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また、特定健診未受診者約 2790 万人のうち特定保

状が悪化した場合のアラートやセルフモニタリング

健指導対象者数が約 472 万人と推定されることか

などにより随時情報を取得することで症状の改善に

ら、未受診者をターゲットに予防の網を広げていく

つなげることができると述べた。日常生活のモニタリ

ことが重要との見方を示した。

ングとして、歩数・活動量、体重、血圧、そして HbA1c

健康経営の推進は、データによる行動変容を具体

などの情報を臨床医が把握し必要に応じて介入する

化する取り組みと位置付けられる。
「健康経営」を

ことで行動変容を支援する健康・医療情報利活用の

「健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する

ユースケース創出の必要性を指摘し、
その具体的な取

こと」と定義し、生活習慣病をターゲットにした健

り組みとして経産省による「IoT 推進のための新産業

康経営の推進をサポートすることで、効果的な予防・

モデル創出基盤整備事業」を挙げた。

健康管理の実現を目指す。

また、EBH 推進の課題では、情報の規格、フォー

2014 年度から開始した「健康経営銘柄」の選定も

マットが異なるためいろいろなデータがばらばらに

そうした取り組みの一環だ。富原氏は、従業員の健

集積されている現状を指摘し、17 年度予算で「企業

康に配慮する人を大事にする企業に対する社会的な

保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した

関心の高まりも背景にこの仕掛けは「大ヒットした」

行動変容促進事業」として 6 億円を計上し、規格標準

と振り返る。今年 2 月には 24 社が「健康経営銘柄

化などの課題を解決して EBH の推進を図る計画も

2017」に選定されたが、企業選定のための健康経営

紹介した。

度調査には 726 社の回答があった。問い合わせも、

地域のヘルスケアエコシステム

企業の人事部だけでなく広報、さらには競合企業か
らも数多く寄せられたという。さらに、
「特に優良な

次世代ヘルスケア産業の創出に向けて地域へのア

健康経営を実践している大企業や中小企業、医療法

プローチも重要だ。富原氏は、
「医療機関等に加え、

人を顕彰する「健康経営優良法人」制度も開始し、大

それを補完するような機能を持つサービスを創出し

規模法人部門と中小規模法人部門の 2 部門に分けて

ていくことが重要」と述べ、公的医療保険や介護保険

それぞれ認定している。

がカバーする地域包括ケアのビフォー、アフターの

富原氏は、健康経営を実践することで取引先から

段階（保険外サービス）におけるビジネス育成に意欲

も評価され、企業の収益性も高まっているとのデー

を示した。地域におけるこうしたサービスで継続で

タを示しながら、「健康経営をやらなければ損をす

きているのは地域の中に居場所があることを挙げ、

る」というメッセージを強力に宣伝していく方針を

医師会のサポートが大きい実態を指摘した。
ビジネス創出のための政策パッケージとして「地

示した。

域ヘルスケアビジネス・イノベーション・ハイウェイ

IoT によるソリューションの確立へ
―実証事業の展開―

構想」を示して、単発の支援でなく地域の自立的な
取り組みを後押し・加速化する仕組みの構築を掲げ

企業に着目して生涯現役社会実現に向けた行動変

た。具体的には、地域におけるビジネス創出のため

容を促す「健康経営」普及への取り組みに加え、直接

の受け皿となる「地域版次世代ヘルスケア産業協議

個人にアプローチすることで行動変容を促すための

会」を全国 5 ブロック、14 道府県、11 市で設置し、

施策の鍵を握るのが IoT の活用だ。

今後も 3 県、2 市に設置予定とした。富原氏は、地

富原氏は、これまでいろいろな実証事業などの施策

域における健康サービス産業の創出のために 17 年

が講じられてきたものの継続している事業が少ない

度予算に「健康寿命延伸産業創出推進事業」7.1 億円

現状を認め、これまでのやり方を見直して課題を突破

を計上し、公的保険外サービスを組み込んだモデル

するために、エビ デンス・ベースド・ヘル スケア

事業の構築支援に取り組むことも紹介した。

（EBH）の概念を紹介した。一例として糖尿病モデル

地域での健康サポートビジネス創出に際しては資

を示し、健診を受けて運動指導を受けてもその後の

金供給への期待が大きいことからソーシャル・イン

フォローがないため次回の健診でも症状が改善しな

パクト・ボンド（SIB）などの導入も検討課題に挙

い現状から、健診を受けてから次の健診までの間に症

がっている。SIB は民間資金を活用して社会課題解
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決型事業を実施し、その事業成果を出資者への配当

もので、今年 3 月末に経産省支援による日本初の

に充てる仕組み。健康づくり事業を実施した結果、

SIB として神戸市、八王子市でそれぞれ糖尿病性腎

医療費負担などの軽減効果が認められた場合、軽減

症重症化予防事業、大腸がん検診受診勧奨事業が決

額の一定割合を配当として出資者が受け取るという

定したことも報告した。
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外部との連携でデジタル技術活用に
取り組むバイエル薬品
バイエル薬品株式会社 オープンイノベーションセンター
R＆Dアドバンストアナリティクス＆デジタルヘルスイノベーション 医学博士・マネージャー

菊池 紀広 氏

が、「デジタルヘルスを専門にベンチャーキャピタ

きっかけは 2014 年の
オープンイノベーションセンター設立

ルをつくるのは非常にユニークで、最近の特徴だ。
いかに製薬企業がこの分野に本腰を入れているかを

バイエル薬品がデジタルヘルスに取り組む契機と

表している」
（菊池氏）と語る。

なったのが、2014 年 6 月のオープンイノベーション

製薬企業の関心の高まりの理由については、まず

センター（大阪市）の設立。同センターではデジタル

医療環境の変化を挙げる。地域包括ケアシステムに

ヘルスに関するイノベーション支援が事業目的の一

よって病院を中心にしていた医療の提供者が地域に

つとされた。菊池氏は「創薬を目的にした世界のオー

広がり、従来の医師中心の関係からプレーヤーが多

プンイノベーションとは別に、日本の拠点がデジタ

様化する中で製薬企業に求められる役割も変わって

ルヘルスへの取り組みを目的にしたのはユニークで

くる。もう一つは、モバイルや AI などデジタル技術

あった」と指摘する。さらに同年にはデジタルヘルス

の急速な進展だ。製薬企業にとってのデジタル変革

イニシアティブも開始。社内の各部門横断によるタ

は、従来の治療をメインとした医師を介したアプ

スクチームが設置された。ここでは、ビッグデータ、

ローチから、病気の発症から診断、治療に至る経過

モバイルデバイス、IoT に着目して、データに基づ

の全てにわたって患者ニーズに応える必要があり、

く意思決定による業務の効率化・円滑化など社内向

そのためにデジタル技術を活用することだと説明

けの活用策とウエアラブル端末やモバイルアプリな

した。

ど患者の生活の質を高める社外向けの活用策につい

ビッグデータ活用を全社的方針に

ていくつかのプロジェクトが立ち上がった。
菊池氏はこうした取り組みの背景として 16 年ご

バイエル薬品は、14 年にデジタルヘルスイニシア

ろからの製薬企業各社のデジタルヘルス分野に対す

ティブをスタートし企業活動の全てのバリュー

る関心の急速な高まりを挙げる。具体例として武田

チェーンでビッグデータを活用していくことを全社

薬品工業が「デジタルアクセラレーター」という専

的方針に掲げ、創薬では共同研究候補の選定、開発

門部署を設置していることや MSD によるヘルスケ

では治験候補施設の選定、そして営業部門では MR

アスタートアップ企業への開発支援のための「ヘル

のサポートと創薬から市販後までデジタルの活用を

ステックプログラム」の開始、さらにベンチャー

進めている。

キャピタルと共同してデジタルヘルス領域における

こうした社内向けの活動の一方で 16 年からはバ

投資会社を設立したアステラス製薬の取り組みを示

イエルグループがグローバルに実施していた革新的

した。創薬を目的としたベンチャーキャピタルやス

なデジタルヘルステクノロジーを支援するオープン

タートアップ企業の支援は従来から行われていた

イノベーションプログラム「Grants4Apps」の日本
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版 と し て「Grants4Apps Tokyo」を 開 始 し た。

ニタリングソリューション」をテーマにした第 2 回

「Grants4Apps Tokyo」イニシアティブの一つがラ

は、ナノティス社の「いつでも、だれでも、チップ

イフサイエンスに関連した課題のデジタルヘルスを

とアプリでインフルエンザを迅速検診」が大賞に選

使った解決策に助成金 100 万円を贈るというプロ

ばれた。同プログラムについて、
「スタートアップと

グラムで、服薬アドヒアランス改善をテーマに募集

の交流は刺激的なのでどんどんこういう機会をつ

した第 1 回では慶應義塾大学医学部循環器内科木村

くっていきたい」
（菊池氏）と将来的なコラボレー

雄弘氏の「飲み忘れゼロ！プロジェクト」が最優秀

ションを視野に、その第一歩として引き続き力を入

賞を受賞した。
「ベターライフのための革新的なモ

れていく方針とした。

セ ミ ナ ー

加速する製薬企業の RWD 戦略
新たな可能性開くモバイルヘルスの進展
アイ・エム・エス・ジャパン株式会社

松井 信智 氏

必要性や「悪いことは分かるがなぜかは分からない」

環境変化が製薬企業の RWD 活用を促す

（松井氏）というRWDの限界を十分考慮しながら積

松井氏は、リアルワールド・データ（RWD）の活

極的に活用する動きが広がっている状況を紹介した。

用シーンが一気に広がっている背景要因として、①

RWD の限界補うモバイルヘルス

生活習慣病治療から個別化医療へと向かう中で医薬
品の費用対効果が求められている②地域包括ケアシ

松井氏は RWD の限界を補完するツールとしてモ

ステムにおける多職種連携に企業がどう関わるか③

バイルヘルスの活用を上げた。大塚製薬のデジタル

重症化予防など保険者のデータヘルス活動に企業と

メディスンや米国企業による喘息吸入薬のセンサー

して関わることができるか④ビッグデータの整備、

でアドヒアランスをみる取り組みのほか、
「電子カル

処理システムなどのテクノロジーの進歩―を挙げ、

テの共有システムや病院間連携、多職種連携 SNS な

「製薬各社はこれら外部環境の変化に対応した新し

ど国内においても医療従事者間、患者とのコミュニ

いモデルを探している」との見方を示した。

ケーションのテクノロジーが進んでいる」
（松井氏）

RWDは、レセプトに代表される医療管理系データ

として、モバイルヘルスが進んでいる米国に追いつ

と電子カルテや疾患レジストリなどの臨床系データ

き、追い越す勢いで国内の環境変化が進展している

に区分される。松井氏は、年齢、性別、併発疾患など

との見方を示した。

患者の背景情報や一部のアウトカムが可視化できる

特に、中外製薬と日本エンブレースが 17 年 4 月 4

RWDの有用性を示す一方で、レセプトデータは網羅

日に発表した外来がん治療における多職種連携

性、標準化（大規模データ）には優れるが、アウトカム

SNS と連動した服薬適正化支援アプリの試行事業

データがなく、一方臨床系データは、アウトカムは分

は、医療介護連携のプラットフォームと製薬企業が

かるが電子カルテの規格は標準化されておらずビッ

タイアップすることで新たな可能性を広げる画期的

グデータ化できないという欠点があることに注意を

な取り組みと強調した。松井氏自身も同試行事業の

求め、
「RWDには一長一短がある。目的に応じてさま

課題検証に直接関わることから、「私が興味を持っ

ざまなRWDを使い分けることが重要」と解説した。

ていた地域包括ケアの中で浸透しつつある新たな動

実際の活用例としては、① PMSへの活用②治験デ

きに製薬企業のアプリが連携する具体例であり、新

ザインの効率化③アンメットニーズの探索④育薬―を

しいモデルの有益性と課題を第三者として評価した

挙げ、データの信頼性担保のためのバリデーションの

い」と意気込みを語った。
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