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【 はじめに 】 

 

高齢化を背景に、年々増加する社会保障費は 100 兆円を超える状況にあり、国の税収は歳出

に対して大幅に不足しており、わが国は大きな財政赤字を抱えている。これらの社会保障費の

増加に対して、早急に何らかの対応策を取る必要があり、ヘルスケア分野（健康・医療・介護）

の改革は、わが国の成長にとって重要なポジションを占めているといえる。 

地域包括ケアが本格的に導入され、多様なステークホルダーが関与するヘルスケア分野の改

革を進めるにあたっては、ヘルスケア分野の「見える化」を図り、エビデンスベースでの分析

により、より透明性、公平性を高めることが求められることになる。そのためには、ICT を活

用し、ケアの質の維持と効率性を両立させる eHealth が、今後その役割を増していくものと考

えられる。 

マイナンバー法改正案が成立し、限定的ではあるが、特定健診（メタボ健診）結果や予防接

種の履歴情報を共有するといった部分にもマイナンバーの活用が可能となり、また、マイナン

バーとは別に構築されることとなっていたヘルスケア分野の個人識別番号「医療等 ID」が、マ

イナンバーと連携する形で運用されることが産業競争力会議で明示されている。厚生労働省の

「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」でも、医療等分野（健康・医療・介

護）の情報連携に用いる識別子（ID）の具体的な制度設計等について示されるなど、eHealth

推進のベースが整いつつある。既に様々な場面で蓄積されているヘルスケア分野の情報が、個

人情報保護に配慮しながらも、個人識別できる番号で連携・分析されることで、エビデンスに

基づく実効性のある PDCA サイクルを促進していくだけでなく、それらを活用した地域でのヘ

ルスケアビジネスの拡大にも期待が高まっている。 

本調査研究では、国内・海外の先進事例の調査を行い、高齢化が進む日本において持続可能

社会の構築のために eHealth がどのような貢献をすべきかを提言としてまとめた。 

なお、本調査研究は、研究会方式にて行った。研究会メンバーと執筆担当は以下の通りである。 

 

主査  山田 肇  東洋大学経済学部教授 1 章、3-3、3-4 

川添高志  ケアプロ株式会社代表取締役社長 4-6 

榊原直樹  株式会社ユーディット取締役主任研究員 3-2 

藤方景子  認定 NPO 法人湘南ふじさわシニアネット理事 4-3、4-4、4-6 

矢冨直美  東京大学高齢社会総合研究機構特任研究員 4-7 

遊間和子  株式会社国際社会経済研究所主任研究員 

                          1 章、2 章、3-1、4-1、4-2、4-5、5 章 

オブザーバー 

間宮郁子  国立障害者リハビリテーションセンター研究所 高齢障害者福祉機器研究 

          室研究員 

関根千佳  同志社大学政策学部大学院総合政策科学研究科教授  

堀池喜一郎 シニア SOHO 普及サロン・三鷹顧問 
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1. 提言「eHealth を推進し、持続可能な社会の構築へ」 

1.1. 前提：喫緊の社会保障改革 

公的粗債務残高が対国内総生産（GDP：Gross Domestic Product）比で 230％に達し、わが国

では公的債務の削減は 優先の政治課題である。政府は、2013（平成 25）年 8 月に「当面の財政

健全化に向けた取組等について－中期財政計画－」を閣議で了解している。中期財政計画では、

2020（平成 32）年度までに一般会計上のプライマリーバランスを黒字化させるとの目標を掲げ、

歳出面では無駄を排除する一方で、経済成長により GDP を増大させるとしている。 

日本経済団体連合会は 2015（平成 27）年 5 月に「財政健全化計画の策定に向けた提言－経済

再生・社会保障改革なくして財政健全化は達成せず－」を公表した1。この提言では、社会保障改

革の必要性が強調され、社会保障給付費の伸びを高齢者の数の増加に伴う給付の伸びの範囲内に

抑制するとした。 

日本経済団体連合会は三つの重要な視点を基本に、政策メニューを実行すべきと提言している。

第一の視点は「給付の適正化を通じた過剰な給付の削減」であって、医療・介護分野では、診療

報酬の不正請求への厳正な対処、後発医薬品の使用促進、医療提供体制の適正化、情報通信技術

（ICT：Information and Communications Technology）化やマイナンバーの利活用による検査

や投薬等の無駄の排除、医療の標準化・包括化の推進、ケアプランの適正化による過剰な介護サ

ービスの見直しが必要であるとしている。第二の視点は「真に必要な人へ真に必要なサービスを

給付」で、第三の視点は「利用者負担の適正化」である。 

日本経済団体連合会の指摘を待つまでもなく、少子高齢化にますます向かう中で、医療や介護

などの歳出の削減は重要である。厚生労働省は、「社会保障に係る費用の将来推計」の改定版を

2012（平成 24）年 3 月に公表している2。それによると、社会保障関係の給付費は 2012（平成

24）年度の 109.5 兆円（GDP 比 22.8%）が、2025（平成 37）年度には 148.90 兆円（GDP 比 24.4%）

に増加するという。このうち医療関係は 2012（平成 24）年度の 1.5 倍に、介護関係は 2.4 倍にな

る。 

これを受けて、厚生労働省は、できるだけ早く社会復帰・在宅復帰ができるように効率的で質

の高い医療を提供するために、病床の役割の分化・連携の強化、在宅医療の推進を 2014（平成

26）年度から実施した。また、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるように医療・介護・

予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムを、2015（平成 27）年度から

本格的に構築している。 

 

                                                  
1 日本経済団体連合会、「財政健全化計画の策定に向けた提言－経済再生・社会保障改革なくして

財政健全化は達成せず－」（2015 年 5 月） 

https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/048_gaiyo.pdf 
2 厚生労働省、「社会保障に係る費用の将来推計の改定について」（2012 年 3 月） 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuikei.pdf. 
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1.2. 提言 

（1）政治主導による eHealth の推進を 

政府は、健康・医療・介護のヘルスケア分野での ICT 活用に、積極的である。持続可能

社会の構築を目指しヘルスケア分野で ICT を活用する動きを、ここでは eHealth と総称す

る。 

医療行為に直接関係するものとして、遠隔医療の解禁がある。厚生労働省は医政局長名

で、各都道府県知事に対して、2015（平成 27）年 8 月に事務連絡「情報通信機器を用いた

診療（いわゆる「遠隔診療」）について」を発出した3。「医師法第 20 条等における「診察」

とは、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいい、遠隔診

療についても、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものであれ

ば、医師法第 20 条等に抵触するものではない。」というのが、新しい通知である。それま

での通知では、「直接の対面診療を行うことが困難である場合」として「離島、へき地の患

者」を挙げていた。これが、「離島、へき地の患者」を除けば遠隔医療は禁止されていると

読み取られていたが、「例示」に過ぎなかったと新しい通知で “前言を翻した”のである。 

大病院で手術を受けた患者の術後治療を地域の診療所で実施する際、診療所の医師に対

して大病院の医師がネットワークを介して専門的な助言をする仕組み（医師と医師を繋ぐ

仕組み）を構築することは、「病床の役割の分化・連携の強化、在宅医療の推進」につなが

る。慢性病を抱えた患者のバイタル情報を収集して遠隔から日常的な指導を行い、緊急時

にだけ通院を促す仕組み（医師と患者を繋ぐ仕組み）も同様である。 

2015（平成 27）年 6 月に「経済財政運営と改革の基本方針 2015（骨太の方針 2015）」

が閣議決定され、遠隔診療を含む「遠隔医療の推進」が盛り込まれた4。具体的には、「医

療等分野の ICT 化の推進等」という項目の下に、次の記載がある。 

 

医療資源を効果的・効率的に活用するための遠隔医療の推進、医療等分野でのデータの

デジタル化・標準化の推進や地域医療情報連携等の推進に取り組むとともに、医療介護

の質の向上、研究開発促進、医療介護費用の適正化などの医療介護政策へのデータの一

層の活用や民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデータ利活用の環境整備を進

めるなど、医療等分野の ICT 化を強力に推進する。 

 

「骨太の方針 2015」と同日に閣議決定された「規制改革実施計画」にも、健康・医療分

野で「遠隔モニタリングの推進」が強調された5。その中では、「有用な遠隔モニタリング

                                                  
3 厚生労働省、「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」（2015 年 8 月） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000094452.pdf 
4 内閣府、「経済財政運営と改革の基本方針 2015 ～経済再生なくして財政健全化なし～」（2015
年 6 月） http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2015/2015_basicpolicies_ja.pdf 
5 内閣府、「規制改革実施計画」 

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/150630/item1.pdf 
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技術の評価」「遠隔診療の取扱いの明確化」「遠隔診療推進のための仕組みの構築」が強調

されている。 

「骨太の方針 2015」と「規制改革実施計画」は、政治主導で策定された計画である。遠

隔医療に慎重で、「離島、へき地の患者」に実質限っていた厚生労働省を、政治が覆したと

評価できる。「規制改革実施計画」には、ほかにも、「ICT 技術を活用した服薬情報の一元

化」について、「ICT の有効活用により、患者自身及び薬局が服薬情報の管理を行い、他の

薬局及び医療機関等と情報連携をより効果的、効率的に行うことができる仕組みの構築に

ついて検討し、結論を得る。」との記載がある。 

規制改革会議は、かねてより医薬品のネット販売を認めるように厚生労働省に圧力をか

けてきた。発端は、 高裁判所が、2013 年 1 月に、副作用のおそれが低いとされる一部の

薬を除いてネット販売を禁止してきた厚生労働省令は「違法で無効」と判断したことであ

る。その後、2013（平成 25）年 6 月に、政府は「消費者の安全性を確保する適切なルール

の下で、一般用医薬品のネット販売を認める」との内容を盛り込んだ規制改革実施計画を

閣議決定し、実施された。 

医療用医薬品については、厚生労働省は電子処方箋の実現が前提となるとの姿勢であっ

た6。この間に、厚生労働省は、「電子処方箋の実現に向けた工程表」を 2013（平成 25）

年 9 月に公表している。2010（平成 22）年から香川大学医学部付属病院と県内の保険薬局

40 が参加する電子処方箋ネットワークシステム「Pharma WEB」の実証実験が実施され

た。そして、処方箋情報とともに検査値や病名など医師のカルテの一部が閲覧できて、さ

らに薬局で得た情報を医師にフィードバックできる機能もあり、患者の服薬指導に有効な

どの成果が得られた。 

電子処方箋は、患者が処方箋を薬局に持ち込まなければ医療用医薬品が処方されなかっ

た今までの仕組みを患者視点で変革するものであって、香川大学実証実験で確認した効果

に加えて、過誤防止などにも役立つ。 

電子処方箋について、日本経済新聞が 2016（平成 28）年 4 月に解禁されると報道した7。

医師が処方する薬のデータを地域の専用サーバーに送り、薬局がデータを呼び出して患者

に薬を出すシステムを構築するという。2020 年度以降は全国に広げ、患者がマイナンバー

カード（個人番号カード）だけで薬を受け取れる仕組みを検討するという。これも、eHealth

の一層の促進に政治の力が必要であることを示す具体例である。 

財政健全化の責任を担う政治が、大局的見地から主導し、公民における eHealth 推進の

後押しとなることを求める。 

  

                                                  
6 薬事日報電子版、「【厚労省】“医療用薬”のネット販売、電子処方箋実現が前提条件‐今別府政

策統括官」（2014 年 8 月 4 日） 
7 日本経済新聞、「電子処方箋 4 月解禁 厚労省、薬局の事務負担軽く」（2016 年 2 月 10 日） 
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（2）ヘルスケア分野の「みえる化」による PDCA サイクル確立を 

政府は、2010 年に策定した「新たな情報通信技術戦略」で「レセプト情報等の活用によ

る医療の効率化」をうたった。当時は、「データ活用のためのルール等について結論を得る。」

段階であったが、その後、急速に進展した。きっかけは、2013 年 6 月に閣議決定された「日

本再興戦略」であって、そこには、以下の記述があった8。 

 

健康保険法等に基づく厚生労働大臣指針（告示）を今年度中に改正し、全ての健康保険

組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための

事業計画として「データヘルス計画（仮称）」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を

求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。 

 

同日には、「健康・医療戦略」も関係大臣申合せとして決定し、同様に、以下の記述があ

った。 

 

保険者によるレセプト等データの分析・利用が全国展開されるよう国による支援や指導

を行うことを検討する。具体的には、①加入者の健康づくりや予防活動の促進が保険者

の本来業務であることを周知、②医療費分析システム利用を促進するとともに、医療費

分析に基づく事業に関して国が定める指針の内容を充実させる等により、保険者の取組

を促進する。被用者保険に関しては、「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指

針」を今年度中に改訂し、平成 26 年度中には、全ての健康保険組合に対しレセプト等の

データの分析、それに基づく事業計画「データヘルス計画（仮称）」の作成・公表、事業

実施、評価等の取組を求める。 

 

保険者には、被保険者の資格管理、保険料の設定・徴収、保険給付、審査・支払といっ

た容易に想起される機能のほかに「保健事業等を通じた加入者の健康管理」と「医療の質

や効率性向上のための医療提供側への働きかけ」という二つの機能があると、厚生労働省

は説明している9。加入者の健康が維持・向上されれば医療費は抑制され、医療提供側の医

療の質や効率性が向上するのも同様の効果がある。「保健事業等を通じた加入者の健康管理」

のポイントは、「レセプトデータ・健診データを活用し、加入者のニーズや特徴を踏まえた

保健事業等を実施し、加入者の健康の保持増進を図ること。」であり、「医療の質や効率性

向上のための医療提供側への働きかけ」には、「レセプトデータ等の活用による医療費等の

分析、医療関連計画の策定への参画、診療報酬の交渉などにより良質な医療を効率的に 提

供するよう医療提供側へ働きかけること。」が含まれる。ここまでの説明から、レセプト情

                                                  
8 首相官邸、「日本再興戦略」 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf 
9 厚生労働省、「データヘルスの推進について」（2014 年 7 月） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000052439_1.pdf 
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報・特定健診等情報データベースの活用の裏には、医療費を抑制したいという強い意思が

あると読み取れる。 

厚生労働省の「データヘルスの推進について」によれば、およそ 200 万人のデータを解

析した結果、特定健診の後に特定保健指導の対象と判断された者のうち、特定保健指導を

終了者とそれ以外の者について、翌年度の検査データを比較したところ、特定保健指導終

了者は、全ての性・年齢階級別において、腹囲、体格指数（BMI：Body Mass Index）、体

重が大きく減少しており、血糖、血圧、脂質等も改善したという。「保健事業等を通じた加

入者の健康管理」の効果を示すものである。 

データヘルスは健康保険組合をはじめとする医療保険者ごとに取り組みを求めるものだ

が、政府は地域医療の観点からもデータヘルスに乗り出した。それが、社会保険制度改革

推進本部の下に、2014 年 9 月に設置された、医療・介護情報の活用による改革の推進に関

する専門調査会医療・介護情報の分析・検討ワーキンググループの活動である10。ワーキ

ンググループは、地域医療構想をはじめとする医療提供体制改革や医療費適正化計画の見

直し等における、医療・介護情報の活用方策やそのための制度設計等について整理する目

的で設置されたものである。 

第 1 回ワーキンググループには、厚生労働省から、都道府県によって医療費、患者数、

後発医薬品の使用率などに大きなばらつきがあることが報告されている11。地域によって

疾患の種類や程度が異なるために、このような地域差が生まれたのであればやむを得ない

が、医療提供側の事情によってばらつきが生じたのであれば改善の余地がある。そもそも、

医療には供給者誘発需要が生じやすい懸念がある。検査を追加したり入院日数を伸ばした

りして収益を高めようとしても、患者には対抗するすべがないというのが、供給者誘発需

要である。一方で、地域によって疾病の予防対策に相違があってばらつきが生じているの

であれば、先進的な予防対策を各都道府県に普及していくのがよい。 

データヘルスによって、ヘルスケア分野の公民それぞれの組織で日々蓄積される医療や

介護、健康維持といったデータが意味ある形で連結され、分析できるようになることでヘ

ルスケア分野の「見える化」が促進され、地域医療に PDCA（Plan, Do, Check, Action）

のサイクルを回すことが可能になる。健康保険加入者の健康増進、疾病予防対策といった

事前の対策、供給者誘発需要を抑制しての医療の効率化などを通じて、全体として医療費

は抑制され、医療の質が向上していく。診療所・病院の機能分化・連携の促進の基礎資料

にも活用できる。 

データヘルスを進めることで、ヘルスケアの「みえる化」とそれに基づく PDCA サイク

ルを確立するように求める。 

 

                                                  
10 首相官邸、「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会」 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai.html#wg 
11 厚生労働省、「都道府県ごとに見た医療の地域差」（2014 年 9 月） 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/wg_dai1/siryou4-1.pdf 
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（3）データヘルスのオープンデータ化と AI 活用を 

データヘルスに関連して、多くの事例が公表され、論文も数多く公表されてきた。しか

し、多くの事例・論文は特定の健康保険組合に閉じたものであって、データも公表されて

いないために、第三者による再評価が可能という学術研究の基本的要件を満たしていない。

また、健康保険組合をはじめとする医療保険者横断的な比較検討も、上述のワーキンググ

ループにおける調査を除けば限られている。 

ヘルスケアにおけるPDCAサイクルの確立のためにデータヘルスを活用するのであるか

ら、データは公益目的での研究に広く活用されるように公開されるべきである。ヘルスケ

ア分野の見える化によって、根拠（エビデンス）に基づく施策への可能性が高まることも

期待される。 

「規制改革実施計画」では、データの公開について言及されている。「レセプト情報・特

定健診等情報データベースの研究利用の法的位置付けの検討」によって、個人情報保護法

の見直しを踏まえて、公益目的での研究利用の法律上の位置付けや制度的枠組みについて

検討した上で、「レセプト情報・特定健診等情報データベース（以下、NDB データ）にお

ける民間利用の拡大」に進むことが明記されている。機微な個人情報の保護に関係して、

「研究成果の公表に当たり、集計単位が市区町村の場合に患者数等が 100 未満になる集計

単位が含まれていないことを条件とすることの妥当性について、提供依頼申出者の意見を

聴いた上で検討し、結論を得る。」との目安が示されていることも興味深い。 

稀有な病気では、匿名化しても患者が特定されてしまう恐れがある。患者が提供する情

報は機微な個人情報であって、集計単位に 100 未満は避けるといった制限を設けることは

適切である。 

データヘルスは、いわゆるビッグデータ解析として実施されているが、近年、急速に発

展してきた人工知能技術を活用する可能性もある。人工知能技術は、あいまいな情報を元

に推論し判断するという、人間特有の能力を模擬する。データヘルスの実施は医療保険者

の義務であるが、人工知能にまでは手が及ばない可能性が高く、民間企業に所属する研究

者に研究を委ねるのが適切である。 

個人情報保護に配慮したうえで、民間企業に所属する研究者であっても公益目的での利

用が可能となるように、オープンデータ化を図るべきである。 

 

（4）電子カルテ普及へのインセンティブで、情報のデジタル化促進を 

厚生労働省の資料「データヘルスの推進について」には、レセプトのオンライン化の状

況が掲載されている。表記はすべてオンラインと電子媒体によるものの合計であって、

2014 年 4 月請求分について、医科病院の 99.9%、診療所では 95.7%、医科全体では 96.7%

となっている。歯科については 67.9%にとどまる一方、薬局では 99.9%である。歯科を除

いて、ほとんどすべてオンライン化、あるいは電子媒体による請求となっていることがわ

かる。健康保険組合をはじめとする医療保険者に提出されたレセプトを元に診療報酬が支

払われるわけで、医療保険者側に電子化への強い要求があれば、医療提供側は対応せざる
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をえない。また、厚生労働省も「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関す

る省令」によって、常勤医が高齢といった例外を除いて、電子化を義務としている。 

これに比べると、電子カルテの普及率は著しく低い。日経デジタルヘルスは、2013 年に

おける病院向け電子カルテ普及率は約 31.0％との記事を掲載している12。それによると、

400 床以上の大規模病院 821 施設では普及率は 69.9％に達するが、100～399 床の中規模

病院では 34.0％に止まっているという。また、2013 年時点での診療所向け電子カルテ普及

率は約 27.0％だそうだ。保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）は、2013 年におけ

る、病床規模別の導入調査結果を発表している。それによると、900 床以上の病院では 78％

で、500 床以上ではすべて 50％を越えているが、400～499 床では 48％で、小規模になる

ほど減少して、20～29 床ではわずか 4％となっている13。これは、小規模病院では電子カ

ルテを導入するための費用負担に耐えられないからである。本年度の調査研究の過程で、

500 床・外来患者 1 日 1200 人の病院が、電子カルテ導入のほぼ損益分岐点と計算した論

文が見つかった14。 

電子カルテの普及を促進するには何らかのインセンティブが求められる。 

電子カルテを保健所に接続すれば、バイオテロや感染症の発生などの緊急事態の際に保

健当局が早期に異常を検知できるようになる15。東京オリンピック・パラリンピックを控

える今、感染症サーベイランスに協力することを条件に、診療所への電子カルテの導入を

補助する施策には可能性がある。 

2013 年時点で、全国の診療所数は 10 万に過ぎず、電子カルテの導入に消極的な小規模

病院を加えても補助対象数は 11 万前後である。それゆえ、1 システム 1000 万円としても、

補助の総額は 1 兆円程度と計算できる。電子カルテの導入は感染症サーベイランスだけで

なく、医療の効率化や質の向上にも貢献するため、将来、医療費が 1 兆円以上削減できる

可能性があれば検討すべきである。なお、5 年で償却するのであれば、年 2000 億円が削減

の目途となる。 

調査した論文中に、電子カルテの導入によって、患者ではなく、画面を見続ける医師が

出てくることへの危惧が表明されていた。この問題は、音声認識など ICT の先端技術を利

用すれば解決可能である。個人情報の保護が果たせるのであれば、録音した医師の音声を

遠隔に送信して、テレワークによって入力するといった「遠隔医療秘書」にも可能性があ

る。電子カルテの入力問題は、ICT を活用すれば解決できる。 

電子カルテの導入によって医療が効率化され、医療費が削減されていく可能性を考慮す

れば、小規模病院や診療所への導入を促進するインセンティブを検討すべきであろう。 

                                                  
12 日経デジタルヘルス、「国内電子カルテ市場は 2018 年に 2000 億円規模、シード・プランニン

グが予測」（2014 年 8 月 20 日） 
13 保健医療福祉情報システム工業会、「JAHIS オーダリング電子カルテ導入調査報告 －2013
年調査（平成 25 年）」（2014 年 11 月） http://www.jahis.jp/members/data_list/data0202/ 
14中村雅彦、「なぜ電子カルテの普及は進まないのか？」、月刊地域医学、20巻 1号、pp.15-21（2006） 
15 たとえば、G. Hripcsak et.al., “Syndromic Surveillance Using Ambulatory Electronic Health 
Records,” J Am Med Inform Assoc., 16(3), pp.354–361 (2009) 
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（5）ワンインプット・マルチユースが可能となる医療情報システムへの発展を 

電子カルテだけでなく、オーダリングシステムやレセプト作成といった病院内のすべて

の業務についてシステム化をすれば、医療の効率化は確実なものとなる。これが医療情報

システムである。 

前述の JAHIS の調査によれば、すべての病院の平均で、電子カルテの導入率は 21.7％

（2013 年）であるのに対して、オーダリングシステムは 32.4％と、後者のほうが高い。オ

ーダリングシステムは、医師による様々な指示を看護師や検査部門などに伝達するもので

あって、紙による指示よりも確実で迅速など、院内の効率化について効果が見えやすい。

また、導入費用も安い。 

医療機関では医師・看護師をはじめ、検査部門、薬局などから受付・会計に至るまで、

多くの部門間で、業務上様々な情報のやりとりが行われている。これらのやりとりを単に

電子化するだけでは、これまでの業務に情報入力業務を追加するだけで、無用である。し

かし、ICT には情報の再利用が可能という特徴があり、同一情報の転記をなくすことがで

き、業務が効率化される。それによって、たとえば、診療後、会計が完了するまでの時間

が短縮されれば、患者の満足度が向上する。また、紙に書かれた指示などの誤記･誤読の防

止が図られ、医療の安全に資する。ひいては、医療の質が向上する。 

厚生労働省が進める、地域にある医療機関の役割の分化・連携の強化や地域包括ケアシ

ステムの構築といった地域連携では、医療機関間で情報が共有化され、蓄積、解析、再構

築、返信や再伝達される。地域における医療連携については、総務省による数多くの実証

実験がある16。たとえば、和歌山地域医療情報ネットワーク協議会が実施した「広域連携

ゆめ病院」という実証実験には、28 の地域診療所が参加し、68,468 名の住民が登録され、

血圧・血液検査結果・画像情報・処方情報・病名・診療サマリーが共有されたと報告され

ている。また、医療情報システムに蓄積されたデータを、データヘルスの観点で、ビッグ

データ解析することもできる。 

電子化された情報のやりとりを、医療機関内において、さらには医療機関間で実現して

いくためには、システムの相互運用性が確保される必要がある。電子カルテだけでなく、

相互運用性が確保された医療情報システムを導入していくことで、一度デジタル化された

情報を必要な機関が必要な時に再利用することができ、医療の効率化と質の向上が実現で

きる。 

  

                                                  
16 総務省、「地域情報化の推進 医療連携・遠隔支援」 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/jirei/thema01.html 
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（6）マイナンバーを基にした医療等 ID の早期実現を 

厚生労働省に設置された、医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会が、

2015（平成 27）年 12 月に報告書を発表した17。 

報告書は、医療等分野の個人情報には第三者には知られたくない情報があり個人情報保

護の措置を講じる必要があるとしたうえで、個人情報の適切な活用は患者へのより安全で

質の高い医療・介護の提供に不可欠であると、活用に前向きな姿勢を示した。さらに、日

常の健康管理や災害時の対応、医学研究の発展にも、蓄積された個人情報の活用は役立つ

としている。報告書には、「医療等分野の情報連携に用いる識別子（ID）は、安全かつ効率

的な情報連携の基盤を整備する上で欠かせない仕組みであり、診療情報等のデータの電子

化とネットワークの整備を併せて推進することで、①地域内や複数地域をまたがる医療機

関・介護事業者等の連携や地域包括ケアの提供、②健康・医療の研究分野での大規模な分

析研究、③国民自らが健康・医療の履歴や記録を確認し、健康増進に活用する仕組み（ポ

ータルサービス）などが、飛躍的に進むことが期待されている。」との記述がある。 

そして、医療保険についてオンライン資格確認を導入するとして、マイナンバー制度の

インフラと医療保険の既存のインフラをうまく組み合わせて、個人番号カードの活用を基

本とすることが合理的であり、2018（平成 30）年度から段階的に導入し、2020（平成 32）

年までに本格運用を目指して、準備を進めていくとの方針を打ち出している。 

報告書の提案は、要約すれば、マイナンバー制度で希望者に配る個人番号カードを健康

保険証として利用できるようにするものである。個人番号カードの公的個人認証の機能や、

行政機関が情報連携に使う機関別符号を活用していくという。報告書は、個人番号カード

が国民すべてに普及すれば、すべての保険医療機関と保険薬局で個人番号カードによるオ

ンライン資格確認の対応が取られるようになるが、普及するまでは、現行の被保険者証も

必要であるとしている。このように、中長期的には、被保険者証は廃止される方向である。 

医療情報は個人の機微情報であるが、それを上手に活用することが、多くの社会的効果

を生む。個人の健康管理、健康経営、地域医療の構築、医療の質の向上、その他、多くの

側面で効果が期待される。受診の際には、患者の本人確認が保険適用のために不可欠であ

り、これについて、研究会がマイナンバーを基に、番号カードを健康保険証として利用す

る方向性を打ち出したことを歓迎し、推進を求める。 

  

                                                  
17 厚生労働省、「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書」（2015 年 12 月） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shak
aihoshoutantou/0000106609.pdf 
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（7）行政担当者や保険者の ICT 活用に支援を 

健康保険組合をはじめとする医療保険者に、データヘルス計画の作成・公表が求められ

ている。データヘルスは前述の提言でも記載したように、ヘルスケアにおける PDCA サイ

クルの確立に資する施策であり、推進すべきであるが、一方で、医療保険者に属する担当

者はデータ分析の専門家ではない。 

今回の訪問調査でも、非専門家がデータ分析をする苦労が直接語られた。医療保険者の

ICT 活用について、わかりやすく使いやすい形でのデータ提供や、分析ツールの開発とい

った支援が求められる。 

個人情報の漏えいが医療保険者に与える悪影響を危惧する余り、外部の専門家の利用に

ついて消極的であることも訪問調査で明らかになった。すでに提言したように、個人情報

に配慮しつつオープンデータ化することは、民間の研究者がデータ分析を実施して医療保

険者を支援するといった仕組みを実現するものである。この過程で、健康増進に資する発

見が行われる可能性もある。 

次の提言に書くように、バイタルセンシングや環境センシングといった IoT 技術を活用

したヘルスケアビジネスが離陸しつつあるが、これについても、医療保険者は専門家では

ない可能性が高い。それゆえ、このような 新技術を上手に利用できない恐れがある。 

行政担当者や保険者の ICT 活用リテラシーを高める方向で、教育支援、ツール開発など

を進めるとともに、個人情報の保護に留意しつつ民間と協力してデータ分析を行う仕組み

を導入する必要がある。 

 

（8）IoT 技術を活かしたヘルスケアビジネスの推進を 

スマートフォンが広く普及するにつれて、歩数・心拍数・血圧・血糖値といったバイタ

ル情報を、スマートフォンそのものから、あるいは身体に装着した IoT センサーが取得し

た情報をスマートフォンが中継する形で、蓄積・解析することが容易になり始めている。

IoT 技術は、また、環境センシングの分野でも発展しつつあり、バイタルセンシングと組

み合わせて、環境と人間の相互作用という観点での活用が可能になってきた。 

多くの通信事業者などが、バイタルセンシングや環境センシングといった IoT 技術を活

かしたヘルスケアビジネスに乗り出している。健康意識の高まりとともに、健康増進に金

をかけてもよいと考える人々が増え、ビジネスとしての可能性が見え始めたからである。 

世界保健機構（WHO：World health organization）はセルフケア・セルフメディケー

ションという概念を打ち出し、健康維持への自己管理を求めている。セルフケアとは、WHO

の定義によれば、健康を確立し維持し、病気を予防し、対処するために自ら行う行為であ

り、セルフメディケーションは、自覚した病気・症状に対処するように、自ら医薬品を選

択し使用する行為である18。IoT 技術を活かしたヘルスケアは、セルフケアにも役立つ。 
                                                  
18 WHO, " Essential Medicines and Health Products Information Portal”  
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jwhozip32e/3.1.html 
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ヘルスケアビジネスへの進出は、国内企業に止まるものではなく、米国企業なども積極

的に進出を図っている。わが国では、医師法などとバッティングしないように、個人の健

康管理を中心としてビジネスが展開されようとしているが、各国では医療行為そのものへ

のバイタルセンシングなどの活用も始まりつつある。 

医療行為に関係すると認可が遅れる、デバイス・ラグやドラッグ・ラグが存在すると、

厚生労働行政は批判されてきた。これを解消するために、医薬品医療機器総合機構が組織

されるなど改善は進みつつあるが、IoT 技術のヘルスケアへの適用といった分野では、ま

だ取り組みは進んでいない。IoT 技術を活かしたヘルスケアについては、民間で、ビジネ

スとして先行させ実績を積み上げていくことが肝要である。その過程で、医療行為に利用

できる精度を持ったデバイスが開発されていく可能性が高いが、そのようなデバイスが生

まれたならば、ビジネスでの活用と並行して、医療機器として審査を進めればよい。 

IoT 技術を活かしたヘルスケアでは先進各国がビジネスチャンスを窺っており、わが国

もビジネスとして先行させるとともに、デバイス・ラグを解消して本格的な医療応用に進

むべきである。 

 

（9）eHealth での公民連携の推進を 

私たちのヘルスケアに関わる情報を保有している組織は、国や自治体といった公的部門

だけでなく、民間の病院や介護事業者などのヘルスケア提供者やヘルスケアサービスを提

供する民間事業者など、公民にまたがる。利用者（患者）を中心に考えれば、公的部門に

ある情報でも、民間にある情報でも、セキュリティや個人情報保護に配慮した上で、必要

な人が必要な時に参照できてこそ役立つものとなる。ヘルスケアに関わる情報流通におけ

る公民連携をさらに進めるべきであろう。 

このようにして収集される情報は、データヘルスに象徴されるビッグデータ解析により、

医療を効率化し医療の質を高めることに貢献するが、情報技術に専門性のない医療保険者

だけでは対応しきれない。IoT 技術を活用したヘルスケアでも、ビジネスの中心は通信事

業者やスマートフォンメーカーである。医療等 ID では、機微な個人情報に関するセキュリ

ティ管理が極めて重要な側面となるが、これに対応できるのも、情報技術の専門家である。

このように、ヘルスケアに ICT を活用する eHealth は、健康・医療・介護という今までの

専門分野の関係者だけでなく、情報の専門家が参加して初めて実現するものである。2018

（平成 30）年頃には人間の能力を超えるともいわれる人工知能が活用され、ヘルスケアに

関わる職業の何割かがロボットに代替される可能性も想定される。ロボットへの代替は生

産年齢人口減少を補うものであって実用化が期待されるが、この研究開発についても、ヘ

ルスケアと情報技術の専門家間の協力が不可欠である。 

公民連携は、今まで公共にだけ委ねられていた数々の施策・業務を洗い直し、一部は民

間に移管し、他の一部は公共と民間が協力して実施するように改めることで、公共施策の

効率化を図る考え方である。健康・医療・介護という、公共、あるいは公共に近い主体が

担ってきた施策・業務についても、eHealth の本格的な実施を契機に、情報産業と協力し
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て実施するように改革していく必要がある。 

公民連携は、地域における健康・医療・介護のシステムを維持していくためにも必要で

ある。たとえば、本報告書に取り上げたように、人口減少と高齢化が進む地域で、地域医

療の一役を担う訪問看護に民間が参入したという事例がある。民間が進出を決定するのを

助力するように、規制を緩和したり、補助制度を設けたりすることも、公民連携の一形態

である。 

公民連携を進めるためのインセンティブも必要である。ソーシャルインパクトボンド

SIB は、民間資金で社会的コストを削減する事業を実施し、事前に合意した成果が達成さ

れた場合には、行政から事業にかかった費用と成果報酬が支払われるという仕組みによる、

新しい官民連携の社会的投資モデルである。前述の訪問看護へ補助についても、一定の成

果指標への充足を条件にすれば、ソーシャルインパクトボンド SIB のようなスキームでの

実施も可能であろう。 

公民連携は疲弊しつつある地域の活性化に広く活用されはじめており、純粋な民間の事

業としては継続が難しいケースも、適切な公民連携のスキームがあれば成立できるという

ことが実証されつつある、高齢化が進んでいるにも関わらず、医療資源が乏しく、十分な

医療・看護・介護サービスが提供できていない山間部や島しょ地域においては、特にニー

ズの高いものになろう。 

新しい公民連携のスキームは、持続可能な社会を構築する上で欠かすことができないも

のとなっているが、それを促進するインセンティブがまだ乏しいのも実情である。また、

公共と民間の役割を変えるためには、制度の壁を破らなければならない場合がある。これ

を実現するために、政治が大局的見地から主導することを求めたい。 
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1.3. 公民連携によるヘルスケアデータ活用のイメージ－ワンインプット・マルチユース 

後に、公民連携によるヘルスケアデータ活用のイメージを図示する。 

政府・自治体、ヘルスケア提供者、民間事業者、市民・患者からアクセス可能な医療情報交換

（HIE：Health Information Exchange）プラットフォームが、ヘルスケアデータの交換を中継

する。HIE プラットフォームにはサイバー攻撃に耐えるセキュリティ機能が装備される。機微な

ヘルスケアデータを許された相手とだけ交換できるように、アクセス制御機能も不可欠である。

ヘルスケア分野の ID により個人識別されたデータを、組織・期間をまたいで連携することが可能

となるが、ビッグデータ解析などに活用するためには、ヘルスケアデータは提供前に匿名化され

る。 

HIE プラットフォームに対して、例えば、政府・自治体が、企業の健康保険者の所有するレセ

プトデータや特定健診データや、医療機関の治療記録や介護事業者による記録などを、保有して

いるデータと連結後、匿名化して分析することで、国民・住民に対するより効果の高い健康増進

施策の策定に活用することができる。健康保険者は、政府や自治体の所有する人口動態統計やヘ

ルスケア関連統計などのデータを保有するデータと併せて分析することもできる。 

ヘルスケア提供者間では、患者が病院を変わった際には電子カルテ/EHR のデータが一定の制

限の元でやりとりされ、薬局とは電子処方箋データを交換する。介護事業者からの患者の健康に

関するデータも、かかりつけ医との間で交換可能となる。この経路を通じて、中核病院、地域の

診療所、介護事業者が連携され、効果的で効率的な地域包括ケアが実現できる。 

民間事業者は mHealth と総称されるヘルスケアサービスを市場に提供しているが、ここで取得

された生体データ（バイタルデータ）や活動量データなどが、HIE プラットフォームに対して提

供される。逆に、利用者の健康状態に関するデータが、匿名化されたデータや同意を取った上で

個人識別可能な形でのデータで HIE プラットフォームから民間事業者に提供され、ヘルスケアサ

ービスで活用されることもあるだろう。 

市民・患者は、病院にある自分の治療記録や、民間事業者の健康維持サービスで蓄積された活

動量のデータなど、自らの種々のヘルスケア関連データを HIE プラットフォームから取得する。

すでに説明したように、他人の機微情報へのアクセスはできないので、取得したデータは、その

利用者に特定の個人健康記録（PHR：Personal Health Record）となる。自分のヘルスケア関連

の情報が、誰にどのように利用されたかを確認できる仕組みもここには含まれる。 

HIE プラットフォームのデータは新しいヘルスケアサービスの創造に活用される。高齢者の自

立生活支援サービスが立ち上がりつつあるが、一からデータを取得するのではなく、HIE プラッ

トフォームのデータが活用できれば、市場の立ち上がりは加速されるだろう。 

HIE プラットフォームのデータは、集団の匿名データとしてビッグデータ解析されて、医療の

質の向上や施策評価・PDCA サイクルの確立のために利用される。治療法や予防法を確立するた

め、長期間における経年変化を、個人を特定して追跡して新たな科学的な知見を得るといった学

術研究に提供される場合もあるだろう。HIE プラットフォームに蓄積されたヘルスケアデータは、

このような再利用ができてこそ、価値が高まっていく。 
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HIE プラットフォームを中核とするヘルスケアデータの活用には、公共と民間の多数のプレイ

ヤーが関わり、相互の協力することになる。協力が進み、活用が促進されるにつれて、ヘルスケ

ア全体が効率化されるとともに、新しい社会的価値が創造されていく。高齢化と人口減少が同時

に進行するわが国で、このようにしてヘルスケアは持続可能となり、持続可能社会の構築に貢献

することになる。 

 

図表 1 公民連携によるヘルスケアデータ活用のイメージ 
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2. eHealth による持続可能社会の構築に関する政策動向 

2.1. 社会保障費の動向 

（1）社会保障費の将来動向 

国に財政における社会保障費は大きな割合を占め、その費用は年々増加している。国の

税収は歳出に対して大幅に不足しており、わが国は大きな借金を抱えており、社会保障費

の増加に対して、緊急に何らかの対応策を取らなければならない状況となっている。 

社会保障費は、2014（平成 26）年度の予算ベースで、115.2 兆円になっており、その内

訳は、年金 56.0 兆円（48.6%）、医療 37.0 兆円（32.1%）福祉その他 22.2 兆円（19.3%）

となっており、福祉その他には、介護 9.5 兆円（8.3%）と子ども・子育て 5.3 兆円が含ま

れている。社会保障費の約 6 割は、保険料や本人・事業主負担で賄われているが残りの約

4 割は税金が支出されている。 

 

図表 2 社会保障の給付と負担の現状（2014 年度予算ベース） 

 
資料出所：厚生労働省「社会保障の給付と負担の現状（2014 年度予算ベース）」 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/09.pdf 

 

2012（平成 24）年 3 月に公表された「社会保障に係る費用の将来推計」では、2025（平

成 27）年度には、148.9 兆円にまで脹れあがると推計されている。 
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図表 3 社会保障に係る費用の将来推計の改定について（平成 24 年 3 月） 

 

資料出所：厚生労働省 税と社会保障の一体改革サイト 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/shouraisuikei.pdf 

 

区の一般会計の経費ごとの歳出額を見てみると、他の経費では、ほぼ横ばいか微増であ

るのに対し、社会保障費の増加は急激であり、課題が多いことが伺える。 

図表 4 国の一般会計における主な経費ごとの歳出額推移 

 

資料出所：政府広報 内閣官房「明日の安心社会保障と税の一体改革を考える」 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/panf.pdf 
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（2）医療費の動向 

医療費については、2015（平成 27）年 9 月に 新の調査結果が発表されている。厚生労

働省「平成 26 年度 医療費の動向19」によれば、2014（平成 26）年度に国民の病気やけ

がの治療にかかった医療費の総額が、速報値20で 39 兆 9556 億円と過去 高を更新した。

前年比で約 7000 億円の増加となり、12 年連続の増加となっている。 

 

図表 5 平成 26 年度 医療費の動向 

 
資料出所：厚生労働省プレスリリース「平成 26 年度 医療費の動向～概算医療費の年度集計結果

～」http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/14/dl/iryouhi_data.pdf 

 

国民 1 人あたりの医療費は、31 万 4000 円となっており、これも年々増加している。特

に、75 歳未満では 1 人あたりの医療費が 21 万 1000 円であるのに対し、75 歳以上の高齢

者では、93 万 1000 円と大きくなっている。 

医療費の内訳を診療種類別にみると、入院 16.0 兆円（構成割合 40.2％）、入院外 13.8 兆

円（34.5％）、歯科 2.8 兆円（7.0％）、調剤 7.2 兆円（18.0％）となっており、入院治療に

費用が掛かっていることがわかる。 

厚労省では、医療増加の要因については、高齢化に加え、医療の高度化も要因であると

している。 

  

                                                  
19 詳細は、厚生労働省プレスリリース「平成 26 年度 医療費の動向～概算医療費の年度集計結果

～」を参照のこと。http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/14/dl/iryouhi_data.pdf 
20 速報値とは、労災・全額自費等の費用を含まないことから概算医療費と呼称されるもので、、

医療機関などを受診し傷病の治療に要した費用全体の推計値である国民医療費の約 98％に相当

する。 
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図表 6 平成 26 年度 国民 1 人あたりの医療費 

 
資料出所：厚生労働省プレスリリース「平成 26 年度 医療費の動向～概算医療費の年度集計結果

～」http://www.mhlw.go.jp/topics/medias/year/14/dl/iryouhi_data.pdf 

 

 

2.2. 医療・介護における政策変遷の概観 

（1）医療政策の変遷21 

①戦後における国民皆保険制度の導入と医療機関の量的確保 

戦後の医療政策では、1948（昭和 23）年に医療法が制定され、感染症等の急性期の疾病

への対応するために公的な医療機関の設立が進められた。まずは、量的な確保を図り、国

民に対して医療サービスを提供できる体制を整えることに注力することとなった。 

さらに、1961 年（昭和 36）年には国民皆保険制度が導入された。国民皆保険制度は、

原則として国民全員に公的な医療保険に加入することを義務付けたものであり、1922（大

正 11）年にドイツの保険法を基に健康保険法を制定したのが始まりである。元は鉱山労働

者などの危険な職場に就く労働者を対象としたものであったが徐々に範囲を拡大し、新国

民保険法のもと制度がスタートしている。健康保険は、大きく 3 つに分類され、地方自治

体が運営する「国民健康保険（国保）」、健康保険組合や協会けんぽなどが運営する「被用

者保険」、75 歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」が挙げられる。後期高

齢者医療制度は、高齢化に伴う高齢者医療費の高騰を受けて、高齢者の医療保険を切り離

すことで財政の透明化や負担の平等化を図ることも目的に創設されたものである。諸外国

の医療保険制度と比較してみても、保険証を持参すれば、どの医療機関での受診すること

ができるフリーアクセスでありながらも、低廉な費用で医療サービスを受けることができ

る国民皆保険制度は、世界に誇るべき制度となっている。 

国民皆保険制度では、国民は、保険料のほかに、医療費の一部を自己負担すれば受診で

                                                  
21 詳細は、厚生労働省「医療政策の経緯、現状及び今後の課題について」を参照のこと。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/04-2c.pdf 
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きるため、受診のハードルが下がり、気軽に医療機関で診察を受けられるようになった。

さらに、医療機関側にとっても、医療機関を開業する際の規制はなく、自由に開業するこ

とができたため、民間の医療機関の数も急激に増加することとなった。 

 

②高齢者への医療提供：無料化から有償化へ 

1970 年代に入り、高齢化率が上昇する中で 1973（昭和 48）年に、老人福祉法の一環と

して老人医療支給制度が発足し、高齢者の医療費の無料化が実施された。これは、年金制

度が整っていないこの時代の高齢者は低所得者が多く、加齢により有病率も高い。高齢者

にとって、医療費の自己負担が重いとの背景から、一定所得以下の 70 歳以上の高齢者自己

負担分を公費で賄うものであった。高齢者の医療費無料化により、高齢者の受療率は急激

に伸び、1973（昭和 48）年には 4289 億円だったものが、1981（昭和 56）年には 2 兆 4281

億円と、無料化から 10 年で高齢者にかかる医療費は 10 倍近くまで膨れ上がった。 

 

図表 7 老人医療費の推移 

 
資料出所：厚生省老人保健福祉局「老人医療事業年報」 

注：老人医療費は、旧老人医療費支給制度の対象者に関わるもの 

 

高齢化により高齢者の数が増加する中、医療費無料化の政策を継続することは難しく、

1982（昭和 57）年に老人保健法の制定により高齢者の医療有償化へと転換することとなっ

た。 

医療費の増加は、高齢者だけの問題ではなく、国民の健康に対して意識改革を促し、予

防によって医療費を削減することへの重要性が認識され始めることになる。特に、「成人病」
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と呼ばれたガン、心疾患、脳血管疾患といった疾病が死因の上位を占めるようになったこ

とで、国民の適切な健康観と生活習慣の確立を図るための「第一次国民健康づくり運動」

が 1973 年（昭和 53 年）からスタートしている。 

 

③第一次医療法改正による病床数の総量規制 

1960 年代、1970 年代には、国民皆保険制度により気軽に受診することが可能になった

ことと、医療機関の開設が自由化されていたことで、医療機関の数が増加した。さらに、

高齢者の介護制度が整っていない中で、核家族化や家庭内での介護の担い手不足などで行

き場のなくなった高齢者の受け皿が医療機関となってしまう「社会的入院」も、医療機関・

病床が増大することにつながった。 

医療機関の量的確保を目指す政策は、1985（昭和 60）年の第一次医療法改正に伴い、病

床数の総量規制を実施へと方針転換することとなった。さらに、総量規制だけでは解決し

ない医療機関の配置についても取り組むこととなった。特に民間の医療機関は、経営面か

ら県庁所在地等人口の多い地域に集積しがちであり、医療資源の不均衡がみられるように

なっていた。第一次医療法改正では、都道府県医療計画制度が導入され、地域の病床数が

基準を超えている地域には原則として新たに病院設置ができないこととなり、適正配置へ

の取り組みが始められた。これは民間の医療機関も対象としており、都道府県知事は、病

床過剰地域において、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、病院の開設、増設等に関

して勧告を行うことができることとなった。 

 

④医療機能の分化と地域医療における連携 

1990 年代に入り、医療法は数回にわたり改正されている。1992（平成 4）年の第二次医

療法改正により病院の機能分化（特定機能病院、療養型病床の制度化など）が行われ、1997

（平成 9）年 には、第三次医療法改正により療養型病床群の診療所や地域医療支援病院の

設置などが進められた。 

2001（平成 13）年の第四次医療改革法では、病床区分の再編成が行われ、療養病床と一

般病床が区分され、急性期・慢性期病床の人員配置基準・構造設備基準も定められている。 

そして、2006（平成 18）年には、地域医療の連携体制の構築を進める医療計画制度が見

直され、医療機関の機能に関する情報の開示等を内容とする第五次医療法改正が行われて

いる。 

 

⑤社会的入院の是正と介護が必要な高齢者の受け皿 

社会的入院を是正し、医療機関においては医療提供に特化する方針が進められていく中

で、介護の必要な高齢者をどこで引き受けるかが課題となった。これに伴い、1987（昭和

62）年に老人保健施設が制度化され、1990（平成 2 年）には高齢者保健福祉推進 10 か年
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戦略（ゴールドプラン）が策定され、在宅介護の体制強化や、特別養護老人ホームやケア

ハウスも含めた施設整備が進められた。 

医療と福祉で担っていた高齢者介護は、2000（平成 12）年の介護保険制度導入により大

きな転換期を迎え、医療機関における介護の役割は徐々に縮小され、2006（平成 18）年の

制度改革において、2011（平成 23）年度末をもって、介護療養型医療施設の類型は廃止さ

れることとなった。 

 

⑥予防の視点による健康への取り組みが加速 

1970 年代からスタートした「第一次国民健康づくり運動」は、1988（昭和 63）年度か

らは、「第二次国民健康づくり運動（アクティブ 80 へルスプラン）」へと展開された。アク

ティブ 80 へルスプランは、「80 歳になっても身の回りのことができ、社会参加もできるこ

とをめざそう」とするもので、適切な運動習慣を普及させることに重点を置き、国民の生

活習慣を栄養、運動、休養のバランスのとれた健康的なものとすることを目標としたもの

であった。 

2000（平成 12）年度からは「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）22」

へと引き継がれ、健康寿命の延伸等を実現するために、2010 年度を目途とした具体的な目

標等を提示すること等により、健康に関連する全ての関係機関・団体等を始めとして、国

民が一体となった健康づくり運動を総合的かつ効果的に推進し、国民各層の自由な意思決

定に基づく健康づくりに関する意識の向上及び取組を促そうとするものである。ここでは、

成人病に代わり、生活習慣病という概念が提示され、生活習慣等の課題について、9 分野

（栄養・食生活、身体活動と運動、休養・こころの健康づくり、たばこ、アルコール、歯

の健康、糖尿病、循環器病、がん）ごとの 2010 年度を目途とした「基本方針」、「現状と

目標」、「対策」などが示された。 

予防への取り組みは、2005（平成 17）年に、日本内科学会等内科系 8 学会の合同により、

メタボリックシンドロームの疾患概念と基準が示されたことで、新たな取り組みへとつな

がっている。メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血

糖、高血圧、脂質異常などを呈する状態のことをいい、腹囲が基準値（男性 85cm、女性

90cm）以上の場合に「要注意」とされ、さらに、血中脂質、血圧、血糖値のうち 2 項目以

上が基準値に該当する場合をメタボリックシンドロームに該当するとしている。近年の生

活習慣病の医療費は、国民医療費の約 3 割を占めており、その対策として、2006（平成 18）

年から「医療構造改革」がスタートして、その一環として「特定健診・保健指導」が導入

されている。 

  

                                                  
22 詳細は、健康日本 21 サイトを参照のこと。http://www.kenkounippon21.gr.jp/ 
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（2）介護政策の変遷 

①老人福祉法制定による高齢者福祉のスタート 

戦後の混乱期を経て、高齢者に対する本格的な福祉サービスの提供が開始されたのは、

1963（昭和 38）年の老人福祉法の制定にさかのぼる。老人福祉法では、第一条に「この法

律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の

保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的とす

る。」と明記され、高齢者福祉の も基本的な法律となっている。老人福祉法の第二条では、

「基本的理念」として「老人は、多年にわたり社会の進展に寄与してきた者として、かつ、

豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らか

な生活を保障されるものとする。」と書かれるなど、高齢者の心身の健康の保持及び生活の

安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的としたもので、「国及

び地方公共団体は高齢者の福祉を増進する責務を有する」と規定されている。これにより、

独居で低所得の高齢者を対象した家事援助を行う「老人家庭奉仕員（ホームヘルパー）」が

福祉法上のサービスとして位置づけられた。また、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホームの高齢者福祉施設が設立され、その後の主流となる施設での介護が福祉と

して提供されることとなった。一方で、福祉サービスとして位置づけから、対象となる高

齢者は限定され、利用者が施設やサービスを選択するということもなかった。 

 

②医療機関による介護：社会的入院の増加 

1970 年代に入り、地方自治体による高齢者の福祉政策は、年々充実されていったが、高

齢者からの高いニーズを示していたのが、医療費負担の軽減であった。1961（昭和 36）年

に国民保険制度が作られ、高齢者の医療費負担も医療保険により軽減はされていたが、加

入する医療保険によって保険給付率が異なるという状況にあった当時の医療保険制度では、

医療機関にかかる機会の多い高齢者にとっては負担が大きかった。1969（昭和 44）年に秋

田県、東京都の 2 つの自治体が老人医療費の無料化に踏み切ったことをきっかけにして、

全国の地方自治体が老人医療費の無料化に踏み切り、1972（昭和 47）年には、2 県以外の

自治体で老人医療費の無料化が実現された 。このような自治体の動きを背景に、1973（昭

和 48）年に、老人福祉法の一環として老人医療支給制度が発足し、全国レベルでの高齢者

の医療費の無料化が実施された。 

医療費の無料化は、多くの高齢者やその家族にとって喜ばれたが、一方で医療機関への

ハードルが下がり、当初の目的から大きく離れた「病院のサロン化23」や「高齢者の薬漬

け医療」といった問題を生み出した。また、介護を必要とする高齢者数の伸びに対して、

                                                  
23 「病院のサロン化」とは、自己負担のない高齢者が、病院の待合室で友人や知人と会い、会話

することを目的に、病院へかかることで、高齢者本人には経済的な痛手はないため気軽に病院に

かかるが、国や自治体はその分の医療費を負担しているため、老人医療費の増額につながった。 
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介護の担い手がいない家庭や国・自治体から提供される特別養護老人ホーム等の介護施設

の定員が足らず、病気は直っても病院に入院しつづける「社会的入院」といった状況も生

まれていた。「老人病院」と呼ばれる入院患者が高齢者ばかりの病院が増加することとなり、

このような状況は、社会保障財政にとっても、高齢者自身にとっても改善の必要性が明ら

かになった。 

 

③ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）による介護提供基盤の整備 

高齢者の医療費の無料化は、さまざまな弊害をもたらし、1982（昭和 57）年の老人保健

法の制定により、無料化が撤廃され、医療費の一定額負担が導入されることとなった。医

療費の面から社会的入院の是正に取り組むと同時に、医療で対応できない高齢者を、社会

の中でどのように受け入れるかが重要となった。そこで、1989（平成元）年に、ゴールド

プラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）が策定されることとなった。在宅福祉・施設福

祉などの事業について十か年の目標とその水準を示したもので、数値目標をもって、在宅

福祉事業が積極的に進められることになった。ゴールドプランでは、①在宅福祉の緊急整

備、②施設の緊急整備、③「寝たきり老人ゼロ作戦」の推進、④民間の創意工夫を生かし

た在宅福祉事業などを図るための長寿社会福祉基金の設置、⑤高齢者の生きがい対策、⑥

長寿科学研究の推進、⑦高齢者のための総合的なまちづくりの 7 つの主要な施策が打ち出

された。また、これらの施策を支援する事業として、①保健医療・福祉の人材確保、②地

方公共団体の自主的な取組を支援する高齢者保健福祉推進特別事業、③在宅福祉について

の先進モデル事業への助成および介護実習・普及センターの設置 が行われた。 

この計画を円滑に推進するため、1990（平成２）年に老人福祉法等が改正され、全市町

村及び都道府県が｢老人保健福祉計画｣を策定することが義務づけられ、施設での介護に加

え、在宅における介護を支援するサービスが一元的かつ計画的に提供されることにつなが

る体制が整えられることになった。 

これらにより、市町村において、在宅サービスと施設サービスが一元的かつ計画的に提

供できるような体制が整えられていった。 

 

④新ゴールドプラン（新・高齢者保健福祉推進十か年戦略）による在宅介護の推進 

高齢化による高齢者数の増加スピードに、高齢者施設の整備は追いつかず、手厚い愛護

が期待できる特別養護老人ホームなど公的な高齢者施設には、入居を待機する高齢者の数

が急増した。そこで、新たに目標を設定し直した「新ゴールドプラン」が 1994（平成 6 年

が策定され、在宅介護を充実させる施策が盛り込まれた。 

さらに、その後の 5 か年計画として 1999（平成 11）年に「今後 5 年間の高齢者保健福

祉施策の方向（ゴールドプラン 21）」が策定されている。弱者である高齢者から脱却し、「高

齢者の世紀」である 21 世紀を明るく活力ある社会とするため、可能な限り多くの高齢者が

健康で生きがいをもって社会参加できるよう、「活力ある高齢者像」を構築することが目標
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とされた。ゴールドプラン 21 では、新ゴールドプランの終了と介護保険制度の創設を受け

て、4 つの基本方針が掲げられた。4 つの基本方針は、①できる限り多くの高齢者が健康で

生きがいをもって社会参加できるよう、活力ある高齢者像を構築する、②要援護の高齢者

が自立した生活を尊厳をもって送ることができるよう、また、介護家族への支援が図られ

るよう、介護サービスの質量両面にわたる確保を目指す、③地域においてこれら高齢者に

対する支援体制が整備されるよう、住民相互に支えあう地位社会づくりを進めること、④

契約によるサービス提供という新たな仕組みが利用者本位のものとして定着するよう、介

護サービスの信頼性の確保を図ること となっている。具体的な施策としては、①介護サ

ービス基盤の整備、②認知症高齢者支援対策の推進、③元気高齢者づくり対策の推進、④

地域生活支援体制の整備、⑤利用者保護と信頼できる介護サービスの育成、⑥高齢者の保

健福祉を支える社会的基礎の確立 となっている。 

 

⑤新しい介護システム「介護保険制度」の導入 

介護サービスが必要な高齢者は増加しているにも関わらず、従来の担い手であった家族

は、核家族化や女性の社会進出により、その機能は弱体化しつつあった。一方で、福祉と

しての介護は、あくまでも「措置」であり、希望する高齢者がすべて利用できるわけでは

なく、所得や居住形態による制限がなされていた。そこで、新しい介護システムである「介

護保険制度」の検討が進められることになった。 

介護保険制度創設は、1996（平成 8）年の連立与党 3 党による合意を経て、国会に法案

が提出され、1997（平成 9）年に介護保険法が成立し、2000（平成 12）年 4 月から施行

された。介護保険制度の目的は、①高齢期における 大の不安要因である介護問題につい

て社会全体で支える仕組みを構築する「介護の社会化」、②利用者本位とサービスの総合化、

③特定非営利活動法人や民間営利企業等の新しい介護サービス提供の担い手が、介護市場

に参入することによるサービスの量的拡大と質の向上、④社会保険方式の導入による互助

となっており、高齢者介護が福祉という公助から、互助の仕組みへと大きく転換すること

となった。 

介護保険制度は、2000（平成 12）年 4 月の施行後、2006（平成 18）年 4 月、2009（平

成 21）年 5 月、2012（平成 24）年 4 月と改正を行ってきた。各改正のポイントは以下の

通りとなっている。 

 

 

図表 8 介護保険制度の改訂ポイント 

2006 年改正時 

 ・介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付にする。介護予防ケアマネジ

メントは地域包括支援センターが実施。介護予防事業、包括支援事業などの地域

支援事業の実施） 

・施設給付の見直し（食費・居住費を保険給付の対象外とする。低所得層への補足
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給付を実施） 

・地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映

した第 1 号保険料の設定 など 

2009 年改正時 

 ・介護サービス事業者の法令遵守などの管理体制の整備。休止・廃止の事前届け

出制、休止・廃止時のサービス確保の義務化 など 

2012 年改正時 

 ・地域包括ケアの推進。24 時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービ

スの創設。介護予防・日常支援総合事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予 

・介護職員によるたんの吸引などの実施を可能とする。有料老人ホームなどにおけ

る前払金の変換に関する利用者保護規定の追加。認知症対策として、市町村におけ

る高齢者の権利擁護を推進。 

・介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。地域密

着型サービスの公募・選考による指定を可能とする。各都道府県の財政安定化基金

の取り崩し など 

資料出所：各種資料より作成 

 

 

（3）医療・介護・福祉の統合化を目指す「地域包括ケアシステム」の本格始動 

①社会保障と税の一体改革の動き 

高齢化が社会システムに与える影響は大きく、高齢者が増加すれば、医療や介護に関す

る費用は必然的に増大する。2015（平成 27）年の予算ベースの数字では、医療・介護・福

祉の社会保障給付費は 117 兆円にまで膨れ上がり、2014（平成 26）年度の予算ベースの

数字である 115 兆円と比較して、たった 1 年間で 2 兆円も増加するなど、国の財政を圧迫

している。従来のピラミッド型の人口構造を前提とした社会システムの仕組みは変革を迫

られることとなっている。そこで、医療・介護・福祉の分野が、それぞれ独立した形でサ

ービス提供を行うことによる非効率な部分を排除し、地域をベースに高齢者に、医療・介

護・福祉が統合的に提供される新しい仕組みを求め、社会保障改革が進められることとな

った。 
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図表 9 社会保障給付費の推移 

 
資料出所：厚生労働省「社会保障給付費の推移」 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/kyufuhisuii2015

.pdf 

 

a)社会保障・税一体改革大綱 

政府が進める「社会保障と税の一体改革」は、社会保障の充実・安定化と、そのための

安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものであり、2012（平成 24）年 2 月 17 日、

「社会保障・税一体改革大綱24」が閣議決定した。大綱に盛り込まれた具体的な施策につ

いては、政府・与党それぞれが、連携・協力しつつ、その実現に取り組むとされ、大綱に

は、①未来への投資（子ども・子育て支援）の強化、②医療・介護サービス保障の強化、

社会保険制度のセーフティネット機能の強化、③貧困・格差対策の強化（重層的セーフテ

ィネットの構築）、④多様な働き方を支える社会保障制度（年金・医療）へ、⑤全員参加型

社会、ディーセント・ワークの実現、⑥社会保障制度の安定財源確保の大きく 6 つの分野

での改革を進めることが記載されている。ヘルスケアに関わる部分としては、②医療・介

護サービス保障の強化において、「高度急性期への医療資源集中投入など入院医療強化、地

域包括ケアシステムの構築等を図る。」、「どこに住んでいても、その人にとって適切な医

療・介護サービスが受けられる社会を目指す」という方向性が示された。地域包括ケアシ

                                                  
24 社会保障・税一体改革大綱の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kakugikettei/240217kettei.pdf 
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ステムとは、在宅医療や訪問介護、重度化予防、日常的な生活支援などに従事する多職種

の機関が連携し、1 人の患者に対して包括的なケアサービスを提供する仕組みで、できる

限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す。病気になれば病院へ、介護

が必要になれば介護施設へという流れとは異なる新しい枠組みとなる。 

 

b)社会保障制度改革推進法 

2012（平成 24）年 8 月には、社会保障と税の一体改革における基本法となる「社会保障

制度改革推進法25」が成立した。この法律では、公的年金・医療保険・介護保険・少子化

対策の各分野における社会保障制度改革の基本方針や、改革に必要な事項を審議する社会

保障制度改革国民会議の設置について定められた。この社会保障制度改革推進法に基づき、

内閣に、社会保障制度改革国民会議26が設置され、社会保障制度改革を行うために必要な

事項を審議するため、2012（平成 24）年 11 月から 2013（平成 25）年 8 月にかけて 20

回にわたり会議が行われ、報告書「社会保障制度改革国民会議報告書 ～確かな社会保障を

将来世代に伝えるための道筋～27」が 2013 年（平成 25）年 8 月 6 日にとりまとめられた。 

 

c)持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（社会保障制度改

革プログラム法） 

社会保障制度改革国民会議報告書に基づき、改革の全体像や進め方を明らかにする法案

である「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（通称：社

会保障制度改革プログラム法）28」が提出され、2013（平成 25）年 12 月に成立した。受

益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、医療制度、介護保険

制度等の改革について、改革の検討項目と改革の実施時期と関連法案の国会提出時期の目

途を明らかにするものである。医療制度において検討すべきとされた項目は、病床機能報

告制度の創設・地域の医療提供体制の構想の策定等による病床機能の分化及び連携、国保

の保険者・運営等の在り方の改革、後期高齢者支援金の全面総報酬割、70～74 歳の患者負

担・高額療養費の見直し、難病対策等となっている。介護保険制度においては、地域包括

ケアの推進、予防給付の見直し、低所得者の介護保険料の軽減等が検討すべきとされた。

改革の実施時期として、医療サービスの提供体制、介護保険制度及び難病対策等について

は 2014（平成 26）年通常国会に、医療保険制度については 2015（平成 27）年通常国会に、

                                                  
25 社会保障制度改革推進法の詳細は、以下を参照のこと。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H24/H24HO064.html 
26 社会保障制度改革国民会議は、委員は 15 名の有識者により構成（会長：清家篤慶應義塾長）。

社会保障制度改革推進法の施行から１年間の設置期限である 2013（平成 25）年 8 月 21 日に廃止

されている。 
27 社会保障制度改革国民会議報告書 ～確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋～」の詳

細は、以下を参照のこと。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokuminkaigi/pdf/houkokusyo.pdf 
28 「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」の詳細は以下を参照

のこと。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/dl/251226_01.pdf 
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必要な法律案を提出することを目指すものと規定された。 

また、円滑な実施を推進するとともに、引き続き、中長期的に受益と負担の均衡がとれ

た持続可能な社会保障制度を確立するための検討等を行うため、この法律により、関係閣

僚からなる社会保障制度改革推進本部、 有識者からなる社会保障制度改革推進会議が設置

されている。 

 

d)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す

る法律」（医療・介護総合推進法） 

上記の「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（社会保

障制度改革プログラム法）」の成立を受けて、医療保険制度、介護保険制度の関連法を整備

するために 2014 年（平成 26）年 6 月に成立したのが「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医療・介護総合推進法）29」

である。効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを

構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、

介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行うものとなっている。 

医療・介護総合推進法では、高度急性期、急性期、回復期、慢性といった病床を機能分

化・連携させ、高齢化による慢性疾患患者の増加に対応可能な仕組みを構築するとともに、

地域支援事業の充実とあわせて、在宅医療・介護の推進を図る。また、従来、介護保険の

枠組みで実施されていた予防給付（主に要支援 1、2 を対象）は、自治体が主体となって取

り組む「地域支援事業」に移行することとなった。入居待機者が多くでている特別養護老

人ホームについては、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化する

などの施策が進められる。この法律により、既に先進的な地域では取り組みが始まってい

た地域包括ケアが、全国レベルで本格化することになった。 

  

                                                  
29 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（医療・介護総合推進法）」の詳細は以下を参照のこと。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01HO064.html 
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図表 10 医療・介護総合推進法の概要 

 

資料出所：厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-06.pdf 

 

e)社会保障と税の一体改革の今後のスケジュール 

今後のスケジュールとしては、2015（平成 27）年度には、医療介護総合確保推進法の一

部が施行される。4 月より、都道府県において、地域医療構想を策定し、医療機能の分化

と連携が開始され、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実も実施され

る。8 月からは、一定以上の所得のある介護サービス利用者の自己負担を 1 割から 2 割へ

引上げ等の施策が実施されている。 

社会保障の充実策として 2015（平成 27）年 4 月より実施される予定であった、低所得

者への介護保険の一号保険料軽減を強化する施策については、一部実施にとどまり、完全

実施は、2017（平成 29）年 4 月へと延期されている。これは、社会保障と税の一体改革は、

消費税を 5%から 10%への増税することを原資として進められることとなっていたが、こ

れが遅れていることにある。2014（平成 26）年 4 月に第一段階となる 5%から 8%へ引き

上げが実施され、2015（平成 27）年 10 月に 8%から 10%への第 2 段階の引き上げが実施

される予定であった。しかし、2014（平成 26）年 11 月に衆議院解散が行われ、2015（平

成 27）年 10 月に予定していた消費税増税 10％への引き上げが、2017（平成 29）年 4 月
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へ延期された。これにより、社会保障と税の一体改革に盛り込まれていた年金、介護、子

育て支援などの充実策を予定通り実施すると、消費税 10%への引き上げ時と比較して約 1

兆 4,500 億円の財源が不足することになり、当初の計画より一部延期される施策もでてく

ることとなった。 

図表 11 社会保障・税一体改革による社会保障制度改革の今後の進め方 

 

資料出所：首相官邸サイト 社会保障制度改革本部「社会保障制度改革のスケジュール等につい

て（事務局提出資料）平成 27 年 4 月 10 日」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/pdf/kettei_h270113_2.pdf 
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図表 12 社会保障・税一体改革による社会保障の充実に関わる実施スケジュール 

 

資料出所：首相官邸サイト 社会保障制度改革本部「社会保障制度改革のスケジュール等につい

て」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/pdf/kettei_h270113_2.pdf 

 

 

政府は、社会保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指す観点から、税制抜本

改⾰法に沿って消費税率が 10％まで引き上げられた場合に消費税率 1%分相当を社会保障

の充実に向けるという社会保障・税一体改革の議論の前提とされてきた 終的な姿と、増

収分をまず基礎年⾦国庫負担割合 2 分の 1 への引上げに充て、残余を社会保障の充実と安

定化に向けるという考え方に則った場合、2018（平成 30）年度における「社会保障の充実

及び消費税率引上げに伴う社会保障 4 経費の増」と「後代への負担のつけ回しの軽減」の

比率は概ね 1:2 となるとしている。 
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図表 13 消費税増収分の使い道 

 

資料出所：首相官邸サイト 社会保障制度改革本部「社会保障制度改革のスケジュール等につい

て（事務局提出資料）平成 27 年 4 月 10 日」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/pdf/kettei_h270113_2.pdf 

 

②医療・介護・福祉を融合させる地域包括ケアシステム 

社会保障・税一体改革の中心施策のひとつである「地域包括ケアシステム」とは、地域

の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防30、住まいおよび自立した日

常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。おおむね 30 分以内で必要なサービスが提

供される日常生活圏域（具体的には中学校区）がひとつの単位として想定されている。従

来の医療は医療機関、介護は介護事業者、福祉は自治体、民間サービスは企業が、とそれ

ぞれが縦割りの中で実施されていたサービスが、利用者・患者を中心としたシステムに再

構築されることになる。厚生労働省は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に地

域包括ケアシステムの構築を実現するとの基本方針を発表している。 

 

 

  

                                                  
30 この法律おいて、予防とは、要介護状態もしくは要支援状態となることの予防、または、要介

護状態もしくは要支援状態の軽減、悪化の防止と定義されている。 
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図表 14 地域包括ケアシステムの姿 

 

 

資料出所：厚生労働省「地域包括ケアシステム」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houk

atsu/ 

 

地域包括ケアシステムは、5 つの構成要素からなる31。「①すまいとすまい方」では、生

活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保

されていることが前提となる。また、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環

境が必要である。「②生活支援・福祉サービス」では、心身の能力の低下、経済的理由、家

族関係の変化などでも尊厳ある生活が継続できるよう生活支援を行うこととしている。ま

た、生活支援は、食事の準備などサービス化できる支援から、近隣住民の声かけや見守り

などのインフォーマルな支援まで幅広く、担い手も多様であり、生活困窮者などには、福

祉サービスとしての提供も必要であるということになっている。「③介護」「④医療」「⑤予

防」では、個々人の抱える課題にあわせて「介護･リハビリテーション」「医療・看護」「保

健・予防」が専門職によって有機的に連携し一体的に提供され、ケアマネジメントに基づ

き、必要に応じて生活支援と一体的に提供されるとしている。これら 5 つの構成要素のベ

ースとなるのが、「本人・家族の選択と心構え」である。単身・高齢者のみ世帯が主流にな

る中で、在宅生活を選択することの意味を、本人家族が理解し、そのための心構えを持つ

ことが重要とされている。 

厚生労働省は、これらの 5 つの要素を「自助・互助・共助・公助」によって実現してい

こうとしている。自助には、自らの健康管理（セルフケア）や市場サービスの購入が含ま

れる。互助の中には、高齢者によるボランティア・生きがい就労がある。介護保険に代表

                                                  
31 詳細は、地域包括ケア研究会「平成 24 年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金持続可能

な介護保険制度及び 地域包括ケアシステムのあり方に関する調査研究事業 （2013 年 3 月）」

を参照のこと http://www.murc.jp/uploads/2013/04/koukai130423_01.pdf 
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される社会保険制度及びサービスが共助で、一般財源による高齢者福祉事業等や生活保護

が公助に相当する。 

また、地域包括ケアシステムは、元来、高齢者に限定されるものではなく、障害者や子

どもを含む、地域のすべての住民のための仕組みであり、すべての住民の関わりにより実

現することが求められている。 

 

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に

基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要である。介護保険事業計画の策定 

計画期間は、3 年を 1 期と定められており、第 5 期は、2012（平成 24）年度～2014（平

成 26）年度の 3 年間を想定した計画であった。第 6 期となる 2015（平成 27）年度～2017

（平成 29）年度の 3 年間の計画を 2014（平成 26）年度中の策定することになる。つまり、

社会保障と税の一体改革に関連する法律が成立した後に策定される初めての介護保険事業

計画が第 6 期となるのである。 

地域包括ケアシステムへの本格的な始動のために、2015 年（平成 27）度からの第 6 期

介護保険事業計画は、関連する「高齢者福祉計画」（老人福祉法）等と一体的に「地域包括

ケア計画」として策定されている。これにより、社会保障と税の一体改革によって示され

た多くの施策が、計画策定の段階から取り込まれることになり、第 5 期において先進地域

での取り組みが始まっていた地域包括ケアを全国規模で実現し、在宅医療介護連携等の取

り組みが本格化していくことになる。 
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2.3. 安倍政権によるヘルスケア分野の成長戦略 

（1）産業競争力会議による成長戦略 

2012（平成 24）年 12 月から政権を担う第二次安倍内閣では、アベノミクスと言われる

様々な施策を打ち出し、2013（平成 25）年より経済成長を優先させた政策を推し進めてい

る。アベノミクスのベースとなる政策が「三本の矢」と称する基本方針で、①大胆な金融

政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略の 3 つの政策を実行してきて

いる。 

民間投資を喚起する成長戦略については、内閣発足と同時に安倍総理を本部長とする「日

本経済再生本部」を設置し、同氏を議長とする産業競争力会議においてその骨子を検討し

てきた結果、2013（平成 25）年 6 月にその構想が発表された。医療・健康・介護の分野に

おいては、総論のなかで「国民の関心の高い健康分野については、日本版 NIH32の創設や

先進医療の対象拡大によって革新的な医療技術を世界に先駆けて実用化していくとともに、

一般用医薬品のインターネット販売の解禁や、医療・介護・予防の ICT 化を徹底し、世界

で も便利で効率的で安心できるシステムを作り上げる」と謳っている。 

また、成長戦略を実行するためのアクションプランとしては、「日本産業再生プラン」の

実行により産業基盤を強化し、その力を基に「戦略市場創造プラン」を実行し新たな市場

を創造するとともに、「国際展開戦略」の実行によって国際市場を獲得するという目標を打

ち出している。このプランにおいて早期に取り組むべき施策が 8 項目挙げられているが、

医療・健康・介護分野においては「健康長寿産業を創り、育てる」として、健康増進、予

防、生活支援関連産業の市場規模を 2020（平成 32）年に 10 兆円（現状 4 兆円）に拡大す

ること、並びに、医薬品、医療機器、再生医療の医療関連産業の市場規模を 2020（平成

32）年に 16 兆円（現状 12 兆円）に拡大することを成果目標に掲げている。これらを実行

に移すため、医療・健康・介護分野での喫緊の施策として以下の 6 項目を策定した。 

 

（ⅰ）我が国の優れた医療分野の革新的技術の実用化を強力に後押しするため、一元的

な研究管理、研究から臨床への橋渡し、国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実

施されるしくみの構築などを行う司令塔機能（日本版 NIH）を創設する。← 次期通常

国会に新独法設立法案提出 

 

（ⅱ）保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用して受けられるようにするため、

新たに外部機関等による専門評価体制を創設し、評価の迅速化・効率化を図る「 先端

医療迅速評価制度（仮称）」（先進医療ハイウェイ構想）を推進することにより、先進医

療の対象範囲を大幅に拡大する。← 2013（平成 25）年秋を目途に抗がん剤から開始 

 

                                                  
32 NIH は、アメリカ国立衛生研究所 National Institutes of Health の略称 
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（ⅲ）一般医療薬品を対象とするインターネット販売を認めることとする。その際、消

費者の安全性を確保しつつ、適切なルールの下で行うこととする。但し、「スイッチ直後

品目33」などについては、他の一般用医薬品とはその成立が異なるため、医療用に準じ

た形での慎重な販売や使用を促すための仕組みについて、医学・薬学等それぞれの分野

の専門家による所要の検討を行うこととし、本年秋ごろまでに結論を得て、所要の制度

的な措置を講ずる。← 2013（平成 25）年秋ごろまでに結論 

 

（ⅳ）医療・介護。予防分野での ICT 利活用を加速し、世界で も便利で効率的なシス

テムを作り上げる。このため、レセプト等の電子データの利活用、地域でのカルテ・介

護情報の共有、国全体の NDB（ナショナルデータベース）の積極的活用等を図る。特に、

全ての健保組合等に対して、レセプトデータの分析、活用等の事業計画の策定などを求

めることを通じて、健康保持増進のための取組を抜本的に強化する。← 健康保険法な

どに基づく厚生労働大臣指針を 2013（平成 25）年度中に改正 

 

（ⅴ）独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA34）の体質を質・量両面で強化す

る。これにより、医薬品・医療機器の審査を迅速化し、審査ラグを解消する。← 2020

（平成 32）年までに完全に解消 

 

（ⅵ）医療・介護の規制関連分野で、企業が安心して新たな事業に取り組めるようホワ

イトゾーンであることを確認し、消費者が安心して購入できるよう品質保証などを行う

仕組みについて法制度を含む措置を講ずる。← 2013（平成 25）年 8 月末までに結論 

 

一方、上記に掲げた「戦略市場創造プラン」においては、日本及び世界が抱える社会的

課題の中から、日本が国際的に強みを持ち、グローバル市場の成長が期待でき、一定の戦

略分野が見込めるテーマとして、以下の４つを選択し、2030（平成 42）年までの中期的な

ロードマップを策定した。 

 

 テーマ１：国民の健康寿命を延伸 

 テーマ２：クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現 

 テーマ３：安全・便利で経済的な 次世代インフラの構築 

 テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ 

 

この内、テーマ１の国民の健康寿命の延伸については、2030（平成 42）年のあるべき姿

                                                  
33 これまで、医師の処方箋がなければ使用できなかった指定医薬品の中から、使用実績があり

副作用の心配が少ないなどの要件を満たし、薬局などで処方箋なしに購入できるようになった医

薬品をスイッチした一般用医薬品（OTC 医薬品）と呼ぶ。 
34 厚労省所管の独立行政法人。医薬品・医療機器などの審査業務や安全対策業務、医薬品の副作

用などによる健康被害救済業務などを行う機関。 
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として、「予防サービスの充実などにより、国民の医療・介護需要の増大をできる限り抑え

つつ、より質の高い医療・介護を提供する」ことを目指し、次の 3 つの社会像の実現を目

指すとした。その具体的な戦略や方針については以下で詳細する。 

 

①効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができ

る社会 

②医療関連産業の活性化により、必要な世界 先端の医療などが受けられる社会 

③病気やけがをしても、良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰できる

社会 

 

 

①効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができる社会の

実現 

現状においては、個人、保険者、企業ともに健康管理や予防への動機付けが乏しいとし

ており、今後はこれらの現状認識の下、健康増進・予防や生活支援を担う市場や産業を戦

略分野として創出・育成するとしている。また、健康・疾病データベースなど、世界 先

端の研究・分析基盤を確立することにより、この分野における市場、産業の拡大・発展を

図るとしている。具体的な提言としては、以下が挙げられた。 

 

健康寿命延伸産業の育成 

 適正なケアサイクルの確立と、公的保険に依存しない健康寿命延伸産業を育成す

るための包括的政策パッケージの策定 

 「次世代ヘルスケア産業協議会（仮称）」の設置  

 疾病予防効果をもたらす適正な運動量や健康な食事の基準を策定 

 

予防・健康管理の推進に関する新たな仕組み作り 

 すべての健康保険組合や地方自治体に対し、レセプトなどのデータ分析を実施し、

加入者の健康増進のための事業計画「データヘルス計画（仮称）」の作成推進。 

 重症化予防事例の横展開。 

 特定健診・保険指導の効果を分析し、保険者の保険事業の取組を促進。 

 後期高齢者支援金の加算・減算制度の見直し。 

 企業・自治体が実施する健康づくりのモデル的取組を横展開。 

 薬局を地域に密着した健康情報の拠点として、薬局・薬剤師の活用を促進。 

 

健康食品などの加工食品及び農林水産物の機能性表示の拡大 

 健康食品などの加工食品及び農林水産物に関し、企業などの責任において科学的

根拠のもとに機能性を表示できる新たな方策について検討・実施。 
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医療・介護情報の電子化の促進 

 医療の質の向上や研究基盤の強化を推進するため、国が保有するレセプトデータ

などデータの利活用を促進。 

 保険者によるレセプトなどデータ分析を行い、加入者の健康づくりの推進や医療

費の適正化の促進。 

 地域によるカルテ・介護情報の共有により、ICT を活用した地域医療介護連携の

全国普及の促進。 

 医薬品における副作用データベースの拡充や地域連携を図り、医薬品の有効性・

安全評価を促進。 

 医療行為や治療結果について、一元的に蓄積・分析・活用できる仕組を構築。 

 

医療情報の利活用推進と番号制度導入 

 医療情報連携ネットワークの全国展開の促進と医療情報の番号制度の導入の促

進 

 

一般用医薬品のインターネット販売 

 一般用医薬品のインターネット販売の促進 

 

ヘルスケアポイントの付与 

 健康増進のモチベーションを高めるためのヘルスケアポイント付与についての

実証実験を推進。 
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図表 15 効果的な予防サービスや健康管理の充実により、健やかに生活し、老いることができ

る社会の実現 

 

資料出所：戦略市場創造プラン ロードマップ 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai11/siryou1-2.pdf 

 

 

②医療関連産業の活性化により、必要な世界最先端の医療などが受けられる社会の実現 

現在日本においては、医薬品・医療機器が約 2 兆円の輸入超過となっており、諸外国に

比べて医療製品の認可に時間がかかり過ぎているという問題を抱えている。このような現

状を打開するため、優れた医療技術の核となる医薬品・医療機器・再生医療製品などを世

界に先駆けて開発し、素早い承認を経て導入するとともに、世界に輸出することで日本の

革新的医療技術のさらなる発展につながる好循環が形成される社会を目指すとしている。

また、革新的な製品を世界に先駆けて実用化するため、審査の迅速化と質の向上を実現す

る体制整備を進めるとしている。具体的な提言は以下となっている。 

 

医療分野の研究開発の司令塔機能（日本版 NIH）の創設 

 司令塔の本部として、内閣に、総理・担当大臣・関係閣僚からなる推進本部を設
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置。 

 一元的な研究管理の実務を担う独立行政法人を新たに設置。 

 研究を臨床につなげるため、国際水準の質の高い臨床研究・治験が確実に実施さ

れる仕組みを構築。 

 

先進医療の大幅拡大 

 保険診療と保険外の安全な先進医療を幅広く併用して受診できる体制を構築し 

 先進医療の対象範囲を大幅に拡大。 

 

医薬品・医療機器開発、再生医療研究を加速させる規制・制度改革 

 薬事法等改正法案、再生医療等安全性確保法案の早期成立。 

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）、国立医薬品食品衛生研究所、

大学などとの人材交流を促進し、革新的製品の開発・評価方法を確立。 

 創薬支援ネットワークを構築し、新薬創出に向けた研究開発を支援。 

 産官学が一体となり、再生医療の実用化を促進。 

 高度なものづくり技術を生かした医工連携による医療機器開発・実用化の推進と

支援体制の整備。 

 「再生医療実現化ハイウェイ構想」に基づく研究開発から実用化までの一貫した

支援体制の構築。 

 ニーズを踏まえた高度かつ専門的な臨床研究や治験の実施体制の整備 

 先端医療開発特区（スーパー特区）の機能を拡充し、規制改革による研究開発の

実用化、事業化が促進される制度、ポストスーパー特区を構築。 

 医療機器・再生医療製品の長期に亘る安全性を確認する市販後情報収集体制の強

化。 

 

革新的な研究開発の推進 

 革新的な医薬品・医療機器の研究開発、再生医療等の先端医療研究の推進。スパ

コンを活用した医療、創薬プロセスの高度化の促進。 

 再生医療の実用化やバイオ医薬品の効率的な開発、個別化医療等の推進。 

 iPS 細胞等の再生医療の研究と実用化の推進。 

 

独立行政法人医薬品医療機器統合機構（PMDA）の強化 

 世界に先駆けて革新的医薬品・医療機器・再生医療製品の実用化を促進するため、

審査の迅速化と質の向上を促進。2020 年までに審査ラグ35「0」を目指す。 

 

 

                                                  
35 医薬品や医療機器が開発されてから、実用化されるまでの審査期間。 
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難病患者等の全国規模のデータベース構築 

 難病、小児慢性特定疾患について、全国規模の患者データベースを構築。 

 

医療の国際展開 

 一般社団法人メディカルエクセレンスジャパンを活用（詳細後述）し、官民一体

となって日本の医療技術・サービスの国際展開を推進。2020 年までに新興国中

心に日本の医療拠点を 10 か所程度創設し、2030 年までに 5 兆円の市場を獲得。 

 開発途上国向けの医薬品開発と供給支援を促進。 

  

図表 16 医療関連産業の活性化により、必要な世界 先端の医療などが受けられる社会の実現 

 

資料出所：産業競争力会議「戦略市場創造プラン ロードマップ」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai11/siryou1-2.pdf 

 

③病気やけがをしても良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰できる社会の実現 

現状においては、高齢者（特に単身高齢者）が安心して必要な医療・介護サービスを受

けながら生活できる環境整備が不十分であること、また、介護支援機器が高価・大型で使

いにくいなどという問題を抱えている。こうした問題を解決するため、医療・介護体制の

強化、高齢者向け住宅の整備を行い、高齢者、障害者等が地域で安心して暮らせる社会を

目指すとしている。具体的な提言は以下となっている。 
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医療・介護サービスの高度化 

 社会福祉法人の経営の高度化、地域医療介護連携のための医療情報連携ネットワ

ークの普及、介護・医療関連情報の見える化を実施。 

 生活支援サービス・住まいの提供体制の強化。 

 ・自助・互助の考え方に基づく多様な生活支援サービスの拡充。 

 ・空き家や学校跡地などの有効活用による新たな住まいの確保。 

 

安心して歩いて暮らせるまちづくり 

 安心・健康・省エネで歩いて暮らせるまちづくり「スマートウェルネス住宅・シ

ティ」の実現。 

 

都市部での高齢化対策としての地域包括ケアシステムの構築 

 都市部での急速な高齢化の進展に対し、住まい、生活支援、介護などのサービス

提供確保方策の検討。 

 

ロボット介護機器開発 5 か年計画の実施等 

 安価で利便性の高いロボット介護機器開発をコンテスト方式で進める「ロボット

介護機器開発 5 か年計画」の実施。介護ロボットの安全基準、認証制度の整備。 
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図表 17 病気やけがをしても良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰できる社

会の実現 

 

  資料出所：産業競争力会議「戦略市場創造プラン ロードマップ」 

  http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai11/siryou1-2.pdf 

 

 

（2）「日本再興戦略」改訂 2015 

安倍政権の成長戦略は、2013 年の 初の発表以降、「日本再興戦略」として毎年改訂さ

れている。2015 年度は、「『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命36」と

して、2015（平成 27）年 6 月 30 日に発表されている。 

日本再興戦略改訂 2015 の基本的な考え方としては、需要不足から来るデフレ経済の泥

沼から抜けきれず、企業も国民も将来への展望を描ききれない状態であった安倍政権のス

タート時の 2 年半前に比べ、日本経済はかつての強さを取り戻しつつあるとの認識に立っ

ている。アベノミクスの 3 本の矢（大胆な金融緩和政策、機動的な財政政策、成長戦略）

を大胆かつスピード感を持って「実行している 中」であると位置付け、その結果、企業

収益は過去 高を記録し、その収益が 2 年連続で賃上げに振り向けられ、凍り付いていた

                                                  
36 詳細は、首相官邸サイトの日本経済再生本部「『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生

産性革命」を参照のこと。http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai1jp.pdf 
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消費もようやく持ち直しの兆しを見せ始めている。失業率は 3%台前半まで低下し、有効求

人倍率も 23 年ぶりの高水準に達し、雇用者数が 100 万人も増加した。今後、労働需給は

さらにタイト化し、GDP ギャップが急速に縮小するとともに、デフレからの脱却が実現

していくことが予想されるとしている。アベノミクスは、「デフレ脱却を目指して専ら需要

不足の解消に重きを置いてきたステージから、人口減少下における供給制約のくびきを乗

り越えるための腰を据えた対策を講ずる新たな『第二ステージ』に入ったのである。」とさ

れている。 

鍵となる施策としては、下記の項目が挙げられている。ヘルスケア分野に関わる部分と

しては、「2．ローカルアベノミクスの推進」に「医療・介護（ICT 化含む）」と明示され

ている。 

 

図表 18「『日本再興戦略』改訂 2015」における鍵となる施策 

 

１．未来投資による生産性革命 

(1)「稼ぐ力」を高める企業行動（≒前向投資）を引き出す 

ⅰ)「攻め」のコーポレートガバナンスの更なる強化 

   ・企業と投資家の建設的な対話の促進（株主への情報開示の促進） 

・成長志向の法人税改革 

・民間投資促進に向けた官民対話 

    ⅱ)イノベーション・ベンチャーの創出 

・「ベンチャー・チャレンジ 2020」の推進 

       －米・西海岸レベルの国際的拠点形成（特定研究大学、卓越大学院） 

       －シリコンバレーと日本の架け橋プロジェクト、エコシステムの形成 

・イノベーション・ナショナルシステムの本格稼働に向けた大学改革 

       －運営費交付金の重点配分導入による大学間競争の促進 

    ⅲ)アジアをはじめとする成長市場への挑戦 

     ・「質の高いインフラパートナーシップ」の展開 

 (2)新時代への挑戦を加速する（「第四次産業革命」） 

・IoT・ビッグデータ・人工知能による産業構造・就業構造変革の検討 

－民間投資と政策対応を加速化する官民共有の羅針盤策定 

・セキュリティを確保した上での IT 利活用の徹底 

      －サイバーセキュリティ対策の抜本的強化 

      －IT 利活用の推進、マイナンバー利活用範囲の拡大 

(3)個人の潜在力の徹底的な磨上げ 

・長時間労働是正による労働の「質」の向上､女性､高齢者等の活躍促進 

・変革の時代に備えた人材力強化（雇用と教育の一体的改革） 

      －個人主体のキャリア開発、実践的職業教育を行う新たな高等教育機関の創設 
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２．ローカルアベノミクスの推進 

・中堅・中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」の徹底強化 

       －事業者にとっての成長戦略の「見える化」、「よろず支援拠点」の強化 

     ・サービス産業の活性化・生産性の向上 

      －地域金融機関等による経営支援、官民協同生産性向上運動（５分野）、 

 IT 活用、経営支援の参考となる指標（ローカルベンチマーク）の策定 

・農林水産業、医療・介護（ICT 化含む）、観光産業の基幹産業化 

３．「改革 2020」（成長戦略を加速する官民プロジェクト）の実行 

     ・自動走行、水素社会、先端ロボット、観光地経営、対内投資等 

資料出所：日本経済再生本部「『日本再興戦略』改訂 2015」総論概要」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/souron_gaiyou.pdf 

 

「医療・介護・ヘルスケア産業の活性化・生産性の向上」として、ICT 活用も含めた以

下の施策が具体的に示されている。 

 

〇次世代ヘルスケア産業の創出支援 

・ 地域版次世代ヘルスケア産業協議会の設立を促進するとともに、それらをネットワーク化し、

地域で成功したビジネスモデル等の横展開を強化する。あわせて、地域経済活性化支援機構

（REVIC）等と連携して、「地域ヘルスケアビジネス事業化プラットフォーム（仮称）」を創設し、

投資前段階からの人材育成を含むビジネスモデルの作り込みやリスクマネーの供給を一体的に促

進する。 

【本年度中に実施】 

 

〇医療の国際展開 

・ 外国人患者の受入れ等を一気通貫でサポートする企業の認証や、外国人患者の受入れに関し意

欲と能力のある国内医療機関を「日本国際病院（仮称）」として海外に分かりやすく発信すること

等により、外国人患者の集患等に取り組む。【本年度中に検討】 

 

〇医療等分野における番号制度の導入 

・ セキュリティの徹底的な確保を図りつつ、マイナンバー制度のインフラを活用し、医療等分野

における番号制度を導入する。 

【2018 年から段階的運用開始、2020 年までに本格運用】 

・ 地域の医療機関間の情報連携や、研究開発の促進、医療の質の向上に向け、医療等分野におけ

る番号の具体的制度設計や、固有の番号が付された個人情報の取扱いルールを検討する。 

 【本年末までに一定の結論を得る】 

 

〇地域医療情報連携ネットワーク/電子カルテの普及促進 
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・ 2018 年度までに、地域医療情報連携ネットワークの全国各地への普及を実現する。また、2020 

年度までに、地域医療において中核的な役割を担うことが特に期待される 400 床以上の一般病院

における電子カルテの全国普及率を 90％に引き上げる。 

・ 上記の目標実現のため、地域医療介護総合確保基金による病床の機能分化・連携のためのネッ

トワーク構築費用の支援策等を講じる。また、次期診療報酬改定時に、診療報酬における ICT を

活用した医療情報連携の評価の在り方を検討する。 

 

〇医療等分野政策へのデータ活用の一層の促進 

・ 医療介護データの政策活用推進に向けた具体的施策と実施スケジュールを盛り込んだ「医療等

分野データ利用プログラム（仮称）」を策定する。 【本年度中に策定】 

資料出所：日本経済再生本部「『日本再興戦略』改訂 2015」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf 

 

また、日本再興戦略改訂 2015 には、3 つのアクションプラン（日本産業再興プラン、戦

略市場創造プラン、国際展開戦略）が示されており、戦略市場創造プランの 4 つのテーマ

のひとつが「国民の健康寿命の延伸」となっている。 

「国民の健康寿命の延伸」の 3 つの KPI の進捗状況では、「2020 （平成 32）年までに

国民の健康寿命を１歳以上延伸【男性 70.42 歳、女性 73.62 歳（2010 年）】」は、2013 年

（平成 25）で、男性 71.19 歳、女性 74.21 歳を達成しており、既にクリアしている。2

つめの KPI「2020 年までにメタボ人口を 2008 年度比 25％減【1400 万人（2008 年度）】」

については、2012（平成 24）年度のメタボ該当者及び予備群減少率は 2008 （平成 20）

年度比で 12.0％減となっており、着実に成果をだしてきている。3 つめの KPI「2020 （平

成 32）年までに、医薬品・医療機器の審査ラグをゼロにする」【医薬品：1 カ月、医療機器：

2 カ月（2011 年）】」については、2012 年度の実績で、医薬品 0 カ月、医療機器 0 カ月と

目標を達成している。 

 

新たに講ずべき施策においては、ICT と関わる部分としては、「医療・介護等分野におけ

る ICT 化の徹底」が挙げられている。2015（平成 27）年 10 月よりマイナンバーが全国

民に通知され、マイナンバー制度が開始される。医療等分野においても、これを契機に、

国民が安心して医療・介護サービスを受けられるよう、地域包括ケアシステムの充実・強

化を図り患者の利便性を高めるとともに、医療の質の向上や創薬等医療分野の研究開発環

境整備、ヘルスケア産業の活性化などに資するように十分な情報セキュリティ対策を講じ

た上で ICT 化を強力に推進する。このため、以下の 4 分野について、2020 （平成 32）

年までの 5 年間に施策を集中的に実施するとされている。 
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図表 19 医療・介護等分野における ICT 化の徹底 4 分野 

 

○マイナンバー制度のインフラを活用した医療等分野における番号制度の導入 

 公的個人認証や個人番号カードなどマイナンバー制度のインフラを活用して、医療等

分野における番号制度を導入することとし、これを基盤として、医療等分野の情報連携

を強力に推進する。 

具体的にはまず、2017 年７月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整

備し、医療機関の窓口において個人番号カードを健康保険証として利用することを可能

とし、医療等分野の情報連携の共通基盤を構築する。また、地域の医療情報連携や研究

開発の促進、医療の質の向上に向け、医療等分野における番号の具体的制度設計や、固

有の番号が付された個人情報取扱いルールについて検討を行い、本年末までに一定の結

論を得て、2018 年度からオンライン資格確認の基盤も活用して医療等分野における番号

の段階的運用を開始し、2020 年までに本格運用を目指す。 

○医療等分野でのデータのデジタル化・標準化の推進／地域医療情報連携（介護を含む。）等

の推進 

 医療等分野でのデータの電子化・標準化を通じて、検査・治療・投薬等診療情報の収

集・利活用を促進する。また、患者の利便性向上などの観点から、医療等分野の番号を

活用した医療介護現場での情報連携の促進を図る。 

このため、2018 年度までを目標に地域医療情報連携ネットワーク（病院と診療所間の

双方向の連携を含む。）の全国各地への普及を実現するとともに、2020 年度までに地域

医療において中核的な役割を担うことが特に期待される 400 床以上の一般病院におけ

る電子カルテの全国普及率を 90％まで引き上げ、中小病院や診療所における電子カルテ

導入を促進するための環境整備を図る。 

これらの目標実現のため、各都道府県が策定する医療計画等に地域医療情報連携ネッ

トワークの今後の取組を記載することを促すとともに、地域医療介護総合確保基金によ

る病床の機能分化・連携のためのネットワーク構築費用の支援策等を講ずる。また、次

期診療報酬改定時に、診療報酬における ICT を活用した医療情報連携の評価の在り方を

検討する。あわせて、診療行為の実施結果（アウトカム）の標準化されたデジタルデー

タの構築、ネットワーク構築に係るシステム仕様等の標準化、クラウド化等により、ネ

ットワークの構築コスト及び運営コストの低減を 

図る。 

また、医療サービスの質の向上を図るため、患者本人が自らの医療情報を生涯にわた

って経年的に把握し、健康管理に活用できるよう、特定健診データをマイナポータルを

含むマイナンバー制度のインフラ等を活用し、2018 年を目途に個人が電子的に把握・利

用できるようにすることを目指し、まずは、保険者を異動した場合でも特定健診情報の

円滑な引継ぎが可能となるよう、本年度中を目途にデータの引継ぎ方法等について検討
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を行い、結論を得る。 

さらに、患者自身が服薬情報をいつでも、どこでも入手し、薬局薬剤師等から適切な服

薬指導等を受けられるよう、本年度中に電子版お薬手帳の更なる機能性の向上について

検討を行い、2018 年度までを目標とする地域医療情報連携ネットワークの全国各地への

普及と併せて国民への普及を進める。 

上記の特定健診データや服薬情報に加えて、患者本人が自らの生涯にわたる医療情報を

経年的に把握できるようにするための方策について、来年度末までに検討し結論を得る。

この他、在宅医療・介護分野における多職種が共有すべき情報項目等の標準化に向けた

取組を進める。 

なお、上記目標については、次世代医療 ICT 基盤協議会において達成状況等を随時点

検する等、PDCA による不断の見直しを行うこととする。 

○医療介護政策（医療介護の質の向上、研究開発促進、医療介護費用の適正化等）へのデー

タの一層の活用 

 更なる健康長寿社会の実現を目指して、データに基づく保健指導など保険者機能の強

化、データベース分析を活用したベンチマーキングなどを通じた医療介護の質の向上や

医療介護費用の適正化、大規模医療情報の収集・分析等による創薬等の研究開発環境の

整備や医薬品等の安全対策の推進など、医療等分野における番号制度の導入等を契機と

して、適切なルールの下、医療介護データの政策活用を飛躍的に推進する。 

このため、2020 年までを目標に、国等が保有する医療等分野の関連データベースにつ

いて、患者データの長期追跡及び各データベース間での患者データの連携を実現するた

めの基盤整備を図ることとし、可能なものから順次進める。 

さらに、これらのデータを活用した医療の標準化や質の評価の仕組み、費用対効果分

析や医療介護費用の適正化、地域における医療機能の分化・連携に資する分析、研究開

発（臨床研究、コホート研究等）、医薬品等の安全対策等の活用方策（情報の取扱いに関

するルール等の検討も含む。）についても併せて検討する。 

これらの実現に向けた具体的施策と実施スケジュールを盛り込んだ「医療等分野データ

利活用プログラム（仮称）」を本年度中に次世代医療 ICT 基盤協議会において策定する。

また、各種データベースの運用や情報の収集・分析などを含め、医療等分野の情報の活

用を一元的に担う司令塔機能の強化を図る。 

○民間ヘルスケアビジネス等による医療等分野のデータ利活用の環境整備 

 次期通常国会において創設を目指す「代理機関（仮称）」制度を活用し、医療・健康情

報の特性や取扱い等に配慮した上で、民間事業者、研究機関等による医療・健康情報の

利活用を可能とする環境整備を図り、医療等分野の研究開発活動や医療・介護サービス

と連携して健康管理・増進サービス等を提供するヘルスケア産業の活性化等につなげる。

また、国等が保有するデータの民間利活用を推進する。 

資料出所：日本経済再生本部「『日本再興戦略』改訂 2015」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/dai2_3jp.pdf 

第 87 回社会保障審議会医療保険部会（平成 27 年 7 月 9 日）資料 厚生労働省「経済財政運営と
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改革の基本方針 2015」、『日本再興戦略』改訂 2015、規制改革実施計画｣の概要」 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shak

aihoshoutantou/0000090950.pdf 

 

（3）財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針 2015」 

2015（平成 27 年）6 月 30 日、「経済財政運営と改革の基本方針 2015 ～経済再生なく

して財政健全化なし～」（骨太方針）が内閣府に設置された経済財政諮問会議の答申を経て、

閣議決定された。「経済再生なくして財政健全化なし」という基本哲学のもと、安倍内閣が

取り組むべき今後の経済財政運営の方針を示したものである。 

アベノミクス「三本の矢」の一体的な推進等により、日本経済はマクロ、ミクロ両面で

およそ四半世紀ぶりの良好な状況を達成しつつあり、「デフレ脱却・経済再生」と「財政健

全化」は双方ともに大きく前進したとしながらも、デフレから脱却し、中長期的に持続す

る経済成長を実現するための今後の課題として、①経済の好循環の拡大、②潜在的な成長

力強化、③まち・ひと・しごとの創生、さらに、政府は公共サービスの無駄排除・質向上

等の改革に取り組むことが必要であるとしている。経済再生とともに財政健全化を達成す

ることは重要課題との認識を示し、そのための具体的な計画として策定されたのが「経済・

財政再生計画」である。 

経済・財政再生計画は、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方針とする今後 5 年

間（2016～2020 年度）を対象期間とした計画で、歳出改革、歳入改革においても経済再

生に寄与する改革とするものである。 

ヘルスケア関係では、効率化・予防等の観点も含め、2020（平成 32）年に向けて、社会

保障関係費の伸びを、高齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当す

る水準におさめることを目指すとしている。そのための具体的な施策としては、以下が挙

げられている。 

 

図表 20 「経済財政運営と改革の基本方針 2015」におけるヘルスケア関連の施策 

○医療・介護提供体制の適正化 

 

・ 都道府県ごとの地域医療構想を策定し、データ分析による都道府県別の医療提供体制の差や将

来必要となる医療の「見える化」を行い、それを踏まえた病床の機能分化・連携を進める。そ

の際、療養病床については、病床数や平均在院日数の地域差が大きいことから、入院受療率の

地域差縮小を行い、地域差の是正を着実に行う。 

・ このため、慢性期の医療・介護ニーズに対応するサービス提供体制について、医療の内容に応

じた制度上の見直しを速やかに検討するとともに、医療・介護を通じた居住に係る費用負担の

公平化について検討を行う。 

・ 外来医療費についても、データに基づき地域差を分析し、重複受診・重複投与・重複検査等の

適正化を行いつつ、地域差の是正を行う。 
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・ これらの取組を進めるため、地域医療構想と整合的な形で、都道府県ごとに医療費の水準や医

療の提供に関する目標を設定する医療費適正化計画を策定する。平成 27 年度中に、国におい

て目標設定のための標準的な算定方式を示す。これらの取組を通じて、都道府県別の一人当た

り医療費の差を半減させることを目指す。 

・ 医療・介護に関する計画については、中長期的な視野に立った工程管理を行う観点からＰＤＣ

Ａマネジメントの実施を進める。 

・ 都市・地方それぞれの特性を踏まえ、在宅や介護施設等における看取りも含めて対応できる地

域包括ケアシステムを構築する。また、人生の 終段階における医療の在り方の検討を行う。

かかりつけ医の普及の観点からの診療報酬上の対応や外来時の定額負担について検討する。 

・ 改革に取り組む都道府県を重点的に支援する観点からの地域医療介護総合確保基金の平成 27 

年度からのメリハリある配分や、医療費適正化計画の進捗状況等を踏まえた高齢者医療確保法

第 14 条の診療報酬の特例の活用の在り方の検討、機能に応じた病床の点数・算定要件上の適

切な評価、収益状況を踏まえた適切な評価など平成 28 年度診療報酬改定及び平成 30 年度診療

報酬・介護報酬同時改定における対応、都道府県の体制・権限の整備の検討等を通じて、都道

府県の行う病床再編や地域差是正の努力を支援する。これらの施策について可能なものから速

やかに実施する。 

 

○インセンティブ改革 

・ 保険者については、国民健康保険において、保険者努力支援制度の趣旨を現行補助制度に前倒

しで反映する。その取組状況を踏まえ、2018 年度（平成 30 年度）までに保険者努力支援制度

のメリハリの効いた運用方法の確立、国民健康保険料に対する医療費の地域差の一層の反映、

後期高齢者支援金の加算・減算制度の運用面での強化、医療保険の審査支払機関の事務費・業

務の在り方など、保険者における医療費適正化に向けた取組に対する一層のインセンティブ強

化について制度設計を行う。 

・ 個人については、健康づくりの取組等に応じたヘルスケアポイント付与や保険料への支援にな

る仕組み等の個人に対するインセンティブ付与を行うことにより、国民一人ひとりによる疾病

予防、健康づくり、後発医薬品の使用、適切な受療行動を更に促進する。 

・ また、個人の健康管理に係る自発的な取組を促す観点から、セルフメディケーションを推進す

る。 

・ 民間事業者の参画も得つつ高齢者のフレイル対策を推進する。 

 

○公的サービスの産業化 

・ 民間事業者も活用した保険者によるデータヘルスの取組について、中小企業も含めた企業によ

る健康経営の取組との更なる連携を図り、健康増進、重症化予防を含めた疾病予防、重複・頻

回受診対策、後発医薬品の使用促進等に係る好事例を強力に全国に展開する。 

・ マイナンバー制度のインフラ等を効率的に活用しつつ、医療保険のオンライン資格確認の導入、

医療機関や介護事業者等の間の情報連携の促進による患者の負担軽減と利便性向上、医療等分

野における研究開発の促進に取り組む。 
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○負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化 

・ 社会保障制度の持続可能性を中長期的に高めるとともに、世代間・世代内での負担の公平を図

り、負担能力に応じた負担を求める観点から、医療保険における高額療養費制度や後期高齢者

の窓口負担の在り方について検討する（略）。 

・ また、現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図る。このため、社会保障改革プロ

グラム法に基づく検討事項である介護納付金の総報酬割やその他の課題について検討を行う。 

・ 医療保険、介護保険ともに、マイナンバーを活用すること等により、金融資産等の保有状況を

考慮に入れた負担を求める仕組みについて、実施上の課題を整理しつつ、検討する。 

・ 公的保険給付の範囲や内容について検討した上で適正化し、保険料負担の上昇等を抑制する。 

・ 医療の高度化への対応として、医薬品や医療機器等の保険適用に際して費用対効果を考慮する

ことについて、平成 28 年度診療報酬改定において試行的に導入した上で、速やかに本格的な

導入をすることを目指すとともに、生活習慣病治療薬等について、費用面も含めた処方の在り

方等について検討する。 

・ 市販品類似薬に係る保険給付について、公的保険の役割、セルフメディケーション推進、患者

や医療現場への影響等を考慮しつつ、見直しを検討する。 

・ 不適切な給付の防止の在り方について検討を行う。 

 

○薬価・調剤等の診療報酬及び医薬品等に係る改革 

・ 後発医薬品に係る数量シェアの目標値については、2017 年（平成 29 年）央に 70％以上とす

るとともに、2018 年度（平成 30 年度）から 2020 年度（平成 32 年度）末までの間のなるべ

く早い時期に 80％以上とする。2017 年央において、その時点の進捗評価を踏まえて、80％以

上の目標の達成時期を具体的に決定する。新たな目標の実現に向け、安定供給、品質等に関す

る信頼性の向上、情報提供の充実、診療報酬上の措置など、必要な追加的な措置を講じる。 

・ 国民負担を軽減する観点から、後発医薬品の価格算定ルールの見直しを検討するとともに、後

発医薬品の価格等を踏まえた特許の切れた先発医薬品の保険制度による評価の仕組みや在り

方等について検討する。あわせて、臨床上の必要性が高く将来にわたり継続的に製造販売され

ることが求められる基礎的な医薬品の安定供給、成長戦略に資する創薬に係るイノベーション

の推進、真に有効な新薬の適正な評価等を通じた医薬品産業の国際競争力強化に向けた必要な

措置を検討する。 

・ 薬価について市場実勢価格を踏まえた適正化を行うとともに、薬価改定の在り方について、個々

の医薬品の価値に見合った価格が形成される中で、先進的な創薬力を維持・強化しながら、国

民負担の抑制につながるよう、診療報酬本体への影響にも留意しつつ、2018 年度（平成 30 年

度）までの改定実績も踏まえ、その頻度を含めて検討する。 

・ あわせて、適切な市場価格の形成に向け、医薬品の流通改善に取り組む。医療機器の保険償還

価格については、機器の流通改善に取り組むとともに、開発力の維持・強化に留意しつつ、適

正化を検討する。 

・ かかりつけ薬局の推進のため、薬局全体の改革について検討するとともに、薬剤師による効果
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的な投薬・残薬管理や医師との連携による地域包括ケアへの参画を目指す。平成 28 年度診療

報酬改定において、調剤報酬について、保険薬局の収益状況を踏まえつつ、医薬分業の下での

調剤技術料・薬学管理料の妥当性、保険薬局の果たしている役割について検証した上で、服薬

管理や在宅医療等への貢献度による評価や適正化を行い、患者本位の医薬分業の実現に向けた

見直しを行う。 

・ 診療報酬については、保険医療費が国民負担によって成り立つものであることを踏まえ、改定

に当たっては、前回改定の効果・保険医療費への影響の検証を行いその結果を踏まえるととも

に、改定の水準や内容について国民に分かりやすい形で説明する。 

資料出所：第 87 回社会保障審議会医療保険部会（平成 27 年 7 月 9 日）資料 厚生労働省「経

済財政運営と改革の基本方針 2015」、『日本再興戦略』改訂 2015、規制改革実施計画｣の概要」 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Sh

akaihoshoutantou/0000090950.pdf 

 

（4）規制改革会議「規制改革実施計画」 

規制改革を総合的に調査審議するため、2013（平成 25）年 1 月に設置された内閣総理大

臣の諮問機関である「規制改革会議」では、2013（平成 25）年、2014（平成 26）年の 2

次にわたり「規制改革に関する答申」を提出してきた。その後、引き続き成長戦略の推進

及び国民への多様な選択肢の提供につながる規制改革を中心に検討を行い、2015（平成 27）

年 6 月 16 日に「規制改革に関する第 3 次答申」が内閣総理大臣に提出され、当該答申を

踏まえ、対象となった規制や制度、その運用等については、直ちに改革に着手し、期限を

定めて着実に実現を図っていくことを目的に「規制改革実施計画37」が定められ、2015（平

成 27）年 6 月 30 日に閣議決定された。「規制改革実施計画」においては、「規制改革に関

する第 3 次答申」を踏まえ、また、「『日本再興戦略』改訂 2015」の推進に当たり阻害要

因を除去するため、「健康・医療」、「雇用」、「農業」、「投資促進等」及び「地域活性化」を

改革の重点分野とされている。 

健康・医療分野における規制改革の観点と重点事項としては、国民の安心・安全の確保

を前提に、「国民の利便性向上」、「医療や福祉サービスの発展による経済の活性化」、「保険

財政の健全化」の 3 つを基本的な考えとし、①医薬分業推進の下での規制の見直し、②医

薬品に関する規制の見直し、③医療情報の有効活用に向けた規制の見直し、④遠隔モニタ

リングの推進、⑤介護付有料老人ホーム等に関する規制の見直し、⑥食品の表示制度の見

直しについて、重点的に取り組むとされている。 

特に、④遠隔モニタリングの推進が含まれたことが特筆できる。ICT を活用した遠隔医

療は、当初、医師法第 20 条の対面診療の原則により認められていなかった。その後、1997

（平成 9）年に「ただちに医師法に抵触しない」という局長通知が出されたが、遠隔医療

の対象として 7 分野が通知されたことで、これ以外は許されていないと解釈した医師も多

                                                  
37 詳細は、首相官邸サイトの規制改革会議「規制改革実施計画」を参照のこと。 
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/publication/150630/item1.pdf 
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く、グレーゾーンとしての扱いは変わらなかった。2011（平成 23）年 3 月 31 日の通知に

より、遠隔医療の実施は限定的なものではないとの新たな法解釈が示されたため、今後、

遠隔医療が大きく推進するものと考えられたが、遠隔医療に対して積極的に取り組むイン

センティブなく、現在に至っている。 

規制改革実施計画では、遠隔モニタリングの規制改革について、下記のような具体的な

スケジュールを示している。 

 

図表 21 遠隔モニタリングの規制改革 

○有用な遠隔モ

ニタリング技術

の評価 

在宅酸素療法及び CPAP 療法について、安全性、有効性等

についてのエビデンスを確認した上で、患者の利便性 向上

や医療従事者の負担軽減の観点から対面診療を行うべき間

隔を延長することも含めて、遠隔でのモニタリン グに係る

評価について、中央社会保険医療協議会において検討する。 

平成 27 年度措置

 遠隔モニタリングによる心臓ペースメーカー指導管理料に

ついて、安全性、有効性等についてのエビデンスを確認 し

た上で、対面診療を行うべき間隔を延長することを中央社

会保険医療協議会において検討する。 

平成 27 年度措置

○遠隔診療の取

扱いの明確化 

局長通知「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診

療」）について」における遠隔診療の取扱いを分かりやすく

するため、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を

下し得る程度のものであれば、患者側の要請に基 づき、患

者側の利点を十分に勘案した上で、直接の対面診療と適切

に組み合わせて行われるときは、医師の判 断により、遠隔

診療を行うことが可能であるという取扱いを明確化する。 

平成 27 年度措置

○遠隔診療推進

のための仕組み

の構築 

遠隔診療の推進が政府の健康・医療戦略として位置付けら

れていることから、厚生労働省は、医療資源の適正 化や産

業振興の観点からも、遠隔診療を主体的に推進し、遠隔医

療技術に関する評価及び学会との連携の強 化等、安全性・

有効性に関するエビデンスを積極的に確立する仕組みを構

築する。 

平成 27 年度検

討・結論、  平成

28 年度措置 

 医療資源の適正化や産業振興の観点から重点的な推進が求

められる遠隔診療技術について、その具体的な推 進策を取

りまとめる。 

平成 27 年度検

討・結論 

資料出所：第 87 回社会保障審議会医療保険部会（平成 27 年 7 月 9 日）資料 厚生労働省「経

済財政運営と改革の基本方針 2015」、『日本再興戦略』改訂 2015、規制改革実施計画｣の概要」 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Sh

akaihoshoutantou/0000090950.pdf 
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（5）内閣官房 健康・医療戦略推進本部「健康・医療戦略」 

2013（平成 25）年 8 月 2 日、内閣に、健康・医療に関する成長戦略の推進及び医療分

野の研究開発の司令塔機能の本部となる、健康・医療戦略推進本部を設置することが閣議

決定された。本部長は内閣総理大臣が務め、副本部長に内閣官房長官、また、本部員は全

ての国務大臣が担当するという組織である。本部の庶務機能については、内閣官房健康・

医療戦略室が担うことになっている。 

 

図表 22 健康・医療戦略推進本部の体制図（2015 年 8 月 31 日現在） 

資料出所：内閣官房 健康・医療戦略推進本部「健康・医療戦略の実⾏状況と今後の取組⽅針

2015（案）」（概要） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai9/sankou1.pdf 

 

2014（平成 26）年７月 22 日に閣議決定された「健康・医療戦略」は、政府が講ずべき

医療分野の研究開発及び健康長寿産業の創出・活性化等に関する施策の大綱であり、そが

策定から 1 年が経過したことに伴い、戦略の全ての施策の実行状況をフォローアップする

とともに、各協議会等での議論やフォローアップの結果を踏まえ、主要な施策に関する取

組方針が取りまとめられている。 

主要な施策のひとつである「世界 先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関す

るデジタル化・ICT 化」では、健康・医療戦略推進本部の下に、IT 総合戦略本部と連携し

た「次世代医療 ICT タスクフォース」を設置し、医療・介護・健康分野のデジタル基盤構

築へ向け、関係府省等の行動計画を含む「中間とりまとめ」が 2014（平成 26）年７月に

策定されている。また、2015（平成 27）年１月に行動計画の実行体制の更なる強化のため、

「次世代医療 ICT タスクフォース」のメンバーに関係医療団体や学会、産業界等を加えた

「次世代医療 ICT 基盤協議会」へ発展的に改組し、同協議会の下に下記のような WG を設

け、具体的検討を開始している。 

 

・デジタルデータの収集・交換標準化促進のための要素整備 

・医療情報の取扱制度調整の環境整備 
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・デジタルデータ収集・利活用事業の組成促進 

・医療への次世代 ICT 導入促進               等 

 

図表 23 世界 先端の医療の実現のための医療・介護・健康に関するデジタル化・ICT 化の概

要 

 

資料出所：内閣官房 健康・医療戦略推進本部「健康・医療戦略の実⾏状況と今後の取組方針 2015

（案）」（概要） 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/suisin_dai9/sankou1.pdf 

 

次世代医療 ICT 基盤協議会において、診療行為の実施結果（アウトカム）を含む医療等

分野でのデータの電子化・標準化や、番号制度導入等の制度・ルールの整備、安心・安全

な情報の流通を担う代理機関（仮称）の検討等を行うことにより、医療等分野の情報連携

を強力に推進していく。また、各データベース間の患者データ連携の実現に向けた工程表、

データを活用した医療の質の向上、研究開発の促進、医療介護費用の適正化等の具体的施

策と実施スケジュールを含む「医療等分野データ利活用プログラム（仮称）」を策定するこ

とで、臨床における ICT の徹底的な適用による高度で効率的な次世代医療の実現していく

ことを目指す。 

 



56 

（6）次世代ヘルスケア産業協議会「アクションプラン 2015」 

次世代ヘルスケア産業協議会38は、健康・医療戦略推進本部に連なる形で、経済産業省

に設置された組織で、健康寿命延伸分野における民間の様々な製品やサービスの実態を把

握し、供給・需要の両面から課題や問題点を抽出・整理し、対応策を検討するため、官民

一体となって具体的な対応策の検討を行う場となっている。主な検討事項としては、①新

たな健康関連サービス・製品の市場創出のための事業環境の整備（グレーゾーン解消等）、

②健康関連サービス・製品の品質評価の在り方、③ 企業、個人等の健康投資を促進するた

めの方策などとなっており、必要に応じて WG を設置することとなっている。 

協議会では、2015（平成 27）年 5 月 18 日に「アクションプラン 2015」が取りまとめ

られ、公表された。高齢化社会では、生活者ニーズの多様化・成熟化等により、これまで

の医療・介護（公的保険内）サービスに加えて、新たな時代に創出される潜在的な健康需

要を満たす、次世代ヘルスケア産業を創出することが必要とし、地域におけるヘルスケア

産業の育成により、 ①医療分野（企業・保険者による健康経営の推進）、 ②介護分野（介

護システムの充実・効率化）、③地方創生（食・農や観光等の地域資源の活用）にも貢献す

るとしている。 

医療分野では、保険者機能を補完・充実する「健康経営」の推進し、従業員の生産性向

上、中小企業の人材確保、医療費適正化を実現する。介護分野では、介護システムを補完・

充実する保険外サービスの創出し、高齢者の QOL 向上（自立促進・介護費適正化）、介護

事業者等の保険外収入の確立（待遇改善等）を実現する。地方創生分野では、地域資源等

の活用による地域ヘルスケア産業の創出し、新たな農業のブランド化（食・農×健康）、地

域・国外の新たな需要獲得（観光×健康）を実現する。 

「アクションプラン 2015」の地域での展開については、国として、今回のアクションプ

ランを実行することにより、地域の自立的な取組を後押し・加速化することが重要であり、

そのためにの地域発のヘルスケアビジネス創出を支援する仕組み「地域ヘルスケアビジネ

ス・イノベーション・ハイウェイ構想」を実行することとなっている。 

これらの取り組みにより、健康増進による医療費抑制とヘルスケア関連産業の拡大を両

立させ、政府の成長戦略で示されている「2011 年度 4 兆円のヘルスケア関連産業の市場規

模を 20 年に 10 兆円」にする目標を達成する。 

  

                                                  
38 詳細は、経済産業省 次世代ヘルスケア産業協議会のサイトを参照のこと。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/health_care_industry_council.html 
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図表 24 アクションプラン 2015 の概要 

 

資料出所：次世代ヘルスケア産業協議会「アクションプラン 2015」 

http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/jisedai_healthcare/pdf/report_02_02.pdf 
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3. ヘルスケア分野における ICT 活用の動向 

3.1. ヘルスケア分野の「見える化」 

ヘルスケア分野の改革が、わが国の成長にとって重要なポジションを占めていることは、安

倍政権による政策動向からも明らかである。巨額の税金が使われることもあり、その改革を進

めるにあたっては、ヘルスケア分野の「見える化」を図り、エビデンスベースでの分析により、

より透明性、公平性、効率性を高めることが求められている。 

 

（1）マイナンバーの利用拡大と医療等 ID の整備 

日々蓄積されるヘルスケア分野の「見える化」を進めるために、 も重要となるのが、

公民それぞれの組織で日々蓄積される医療や介護、健康維持といったヘルスケア分野のデ

ータを、意味ある形で連結して、分析できるようにしていくかということになる。 

急速に進む高齢者の増加により、医療制度・介護制度といった社会保障制度も大きな変

革が進んでおり、厚生労働省は、重度な要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の 期まで続けられることができるよう、住まい・医療・介

護・予防・生活支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 2025（平成

37）年を目途に進めている。多様な組織・人が関わることになる地域包括ケアシステムの

実現のためには、患者・利用者の情報が分野横断、機関横断、地域横断で連携できること

が必須であり、連携の鍵としては、2016（平成 28）年１月からスタートしたマイナンバー

制度に期待が高まる。 

 

①マイナンバーのヘルスケア分野での利用拡大 

現状では、医療・介護・健康といったヘルスケア分野でのマイナンバー利用は、社会保

障給付関係の事務処理にのみ限定利用され、高いレベルでの機微な情報となる個人の医療

記録や介護記録の連携には、医療等分野の独自の情報連携の基盤が構築され、マイナンバ

ーとは異なる番号である「医療等 ID」が特別法として定められ、別途付番されることとな

っていた。しかし、2014（平成 26）年 6 月に閣議決定された「世界 先端 IT 国家創造宣

言」等を踏まえ、さらなる効率化・利便性の向上が見込まれる分野についてマイナンバー

の利用範囲の拡大や制度基盤の活用を図るとともに、マイナンバー制度の主たる担い手で

ある地方公共団体の要望等を勘案し、マイナンバーのヘルスケア分野での利用拡大につい

ての検討が進められることとなった。 

2015（平成 27）年 9 月に成立した改正マイナンバー法では、①健康保険組合等が行う被

保険者の特定健康診査情報の管理等にマイナンバーの利用を可能とする、②予防接種履歴

について、地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能
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とする、2 つのヘルスケア分野での利用拡大の内容が含まれている。 

図表 25 マイナンバー制度のヘルスケア分野での利用拡大 

 
資料出所：内閣府大臣官房番号制度担当室「個人情報の保護に関する法律及び行政手続

きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法

律案（概要）」2015 年 2 月 16 日 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai8/siryou2.pdf 

 

②マｲナンバー制度のインフラを最大限活用する医療等 ID の整備 

また、2014（平成 26）年 6 月開催された政府の産業競争力会議においても、検討が滞っ

ていた医療等 ID について、「医療連携や研究に利用可能な番号」として 2018（平成 30）

年度から段階的に運用を始め、2020（平成 32）年の本格運用を目指すことが発表され、マ

イナンバーと連携させた形での運用が明確化された。 

厚生労働省に 2014（平成 26）年 5 月に設置された「医療等分野における番号制度の活

用等に関する研究会」では、医療等分野（健康・医療・介護分野）の情報連携に用いる識

別子（ID）の具体的な制度設計等について検討を行っていたが、2015（平成 27）年 12 月

にその報告書39を発表している。報告書では、マイナンバー制度のインフラを 大限活用

した形で医療等 ID の体系を整備するとし、支払基金の機関別符号と 1 対 1 になる「キー

となる識別子」から医療等分野の ID を生成するとしている。キーとなる識別子は、見えな

い電磁的な符号となり、原則として変更することはないものとなる。 

                                                  
39 「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」報告書の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000106604.html 
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キーとなる識別子からは、ネットワーク間の情報連携に活用するための見えない電磁的

符号となる「地域医療連携用 ID（仮称）」と資格確認用の見える番号となる「資格確認用

番号（仮称）」、「データ収集に用いる識別子（ID）」を派生させることになる。 

資格確認用番号（仮称）は、従来の被保険者番号に代えて、保険資格確認やレセプト請

求に持ちいるもので、企業に勤務していて企業けんぽに加入していた人が、退職して国保

に加入するなどのように保険者を異動しても変わることのない番号となる。 

 

図表 26 医療等分野の識別子（ID）の体系イメージ 

 
資料出所：「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」 終報告書 

 

報告書では、医療等分野の情報連携の利用場面（ユースケース）についても具体的に示

しており、「医療保険のオンライン資格確認」、「保険者間の健診データの連携」、「医療機関・

介護事業者等の連携」、「健康・医療の研究分野」、「健康医療分野のポータルサービス」、「全

国がん登録」の 6 つのユースケースが示された。 
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図表 27 医療等分野の情報連携の利用場面（ユースケース） 

 

資料出所：「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」 終報告書 

 

マイナンバーは、スウェーデンの国民 ID に代表されるような 1 つの番号ですべての行

政事務を管理するフラット方式と異なり、個々の行政事務には個別の利用番号を付し、利

用番号とマイナンバーから派生する符号を用いて、行政事務間の紐付けを行うセクトラル

方式を採用している。この方式は、個々の行政事務に情報漏えいが発生しても、他の行政

事務に関する情報までは漏えいせず、不必要な名寄せもできない。個人情報保護とセキュ

リティに配慮したマイナンバーを導入した上で、「医療等 ID」という別個の番号を持つこ

とは、利用者側にとってもわずらわしく、利便性を欠くことになる。ヘルスケア分野の ID

は、マイナンバーと連携した形で運用されるべきとの意見があった中、この「医療等分野

における番号制度の活用等に関する研究会」報告書によって、ヘルスケア分野の ID 整備が

大きく前進することとなった。 

  

 

（2）医療費適正化計画の見直し 

ヘルスケア分野の「見える化」のひとつの方策として、現在、社会保障費医療費適正化

計画の見直しが進められている。社会保障費医療費適正化計画とは、国民の高齢期におけ

る適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、
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国・都道府県に対して作成を求めるものである。計画期間 5 年となっており、第 1 期の医

療費適正化計画は、2008（平成 20）年度～2012（平成 24）年度を対象期間として作成さ

れている。第 2 期の医療費適正化計画は、2013（平成 25）年度～2017（平成 29）年度を

対象期間として作成されており、「医療費の見通し」が必須記載事項となっている。「健康

の保持の推進に関する目標・具体的な取組」および「医療の効率的な提供の推進に関する

目標・具体的な取組」は任意の記載事項となっている。 

都道府県医療費適正化計画において定める目標は、以下の通りとなっている。 

 

図表 28 都道府県医療費適正化計画において定める目標 

 

資料出所：社会保障制度改革推進本部 医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査

会 第 5 回配布資料 厚生労働省「医療費適正化計画の概要」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/wg_dai5/siryou1.pdf 

 

都道府県が策定する医療費適正化計画の第 2 期では、医療費の支出目標の設定は必須事

項ではなく、任意事項となっているが、政府は、医療費抑制の実効性をさらに高めるため、

次期の医療費適正化計画では大きく見直す方針を打ち出した。都道府県では、2015（平成

27）年度に「地域医療構想」を策定することになっており、この構想と医療費適正化計画

が連携する形で、都道府県ごとに医療費の水準や医療提供体制の目標を設定し、取り組み

を加速するとしている。 

 

目標設定にあたっては、レセプトや特定健診、DPC などの情報データに基づき算出する

ほか、後発医薬品の普及率、平均在院日数、高齢者数などの人口構成を指標として使い、

複数の市町村にまたがる地域ごとに「妥当な医療費」を算出する仕組みが検討されている40。

日本には、医療機関が保険者に提出する請求書（レセプト）という優れた医療情報があり、

病院や調剤は 99.9％、診療所も 95％電子化されるなど、データ分析に資する情報が既にあ

るが、現状ではそれが活用できていない。これらは、統合的に利活用すれば、医療・介護

                                                  
40 詳細は、全国保険医団体連合会「都道府県に「支出目標」…医療費抑制に大ナタ（「全国保険

医新聞」2014 年 9 月 25 日号）」 
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/seisaku-kaisetu/140925todoufuken.html 
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の現状と課題、今後のあり方を客観的に検討可能としている。具体的には、医療費の低い

地域を「標準集団」と位置づけ、都道府県が支出目標を定め、国は目標を超えた都道府県

に対し、原因の分析と具体的な改善策の策定を義務づけ、支出の抑制を促す方針である41。 

目標値の標準的な計算式を示すため、社会保障制度改革推進本部の下に 2014（平成 26）

年に「医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会42」が設置され、「医療・

介護情報の分析・検討ワーキンググループ」にて具体的な検討が進められている。 

2015（平成 27）年 6 月には、専門調査会より「第１次報告（案）43」が取りまとめられ

ている。「第１次報告（案）」では、客観的なデータ活用の意義が示され、NDB のレセプト

データなど既存データを 大限活用するとともに、「中長期的な視点に立って、どの地域の

患者も、その状態像に即した適切な医療が受けられる」という患者の視点から見た医療提

供体制改革の推進していことが示されている。さらに、今回の改革は、「病院完結型」の医

療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換の一環であり、患者の状

態像に即した適切な医療・介護が適切な場所で受けられるよう、あわせて地域包括ケアシ

ステムの構築を進め、一層の医療・介護の連携やネットワーク化を図っていく必要とされ

ている。必要病床数等の推計方法と推計結果についても報告されているが、今後の課題と

して、更なるデータの収集・可視化・活用や推計の精緻化等に取り組み、エビデンスベー

スの改革を推進する必要とされている。また、介護情報も活用して、医療・介護の両分野

一体的にエビデンスベースの検討を進めることも指摘されている。 

厚生労働省では、これらの推計結果を踏まえ、今後、都道府県が策定する「地域医療構

想」の実現に向けて、①回復期の充実（急性期からの病床転換）、②医療従事者の需給見通

し、養成数の検討、③慢性期の医療ニーズに対応する医療・介護サービスの確保について 

への対応を図る必要性があるとしている。 

 

（3）地域経済分析システム RESAS（リーサス） 

ヘルスケア分野に特化したシステムではないが、2015（平成 27）年 4 月 21 日より、エ

ビデンスベースの政策決定を支援するシステムとして、内閣官房に設置された「まち・ひ

と・しごと創生本部」の「地域経済分析システム RESAS（リーサス）44」がスタートして

いる。これは、政府の持つデータを利用しやすい形で公開することで地域経済を「見える

化」するシステムであり、地方自治体の地方版総合戦略策定を支援するツールとなってい

る。 

                                                  
41 詳細は、経済財政諮問会議（2014 年 4 月 22 日） 麻生議員提出資料「レセプトデータの活用

による医療の効率化」を参照のこと。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/goudou/dai4/siryou6.pdf 
42 詳細は、医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会サイトを参照のこと。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai.html 
43 詳細は、「第１次報告（案）」を参照のこと。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/chousakai_dai5/siryou2-2.pdf 
44 地域経済分析システム RESAS の詳細は、まち・ひと・しごと創生本部のサイトを参照のこと。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/resas/index.html 
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図表 29 地域経済分析システム RESAS のトップページ 

 
資料出所：地域経済分析システム RESAS サイト https://resas.go.jp 

 

地域経済分析システム RESAS のスタートの背景は、人口減少・過疎化が構造的に進展

し、疲弊する地域経済を真の意味で活性化させていくためには、地方自治体が、地域の現

状・実態を正確に把握した上で、将来の姿を客観的に予測し、その上で、地域の実情・特

性に応じた、自発的かつ効率的な政策立案とその実行が不可欠との認識にある。地域経済

に係わる様々なビッグデータ（企業間取引、人の流れ、人口動態等）を収集し、わかりや

すく「見える化（可視化）」するシステムを構築することで、地方自治体による、真に効果

的な「地方版総合戦略」の立案、実行、検証（PDCA）を支援するとしている。 

現在は、「産業マップ」「観光マップ」「人口マップ」「自治体比較マップ」の 4 つで構成

されており、自治体職員だけでなく、一般の利用者もアクセスできるようになっている。

簡単にグラフ化できるなど、IT リテラシーがあまり高くない職員でも直感的に操作できる

など使いやすさを重視している。 

利用できるデータは、まだ限られており、政府が持つ多くの統計調査のデータがここで

利用できるようにはなっていない。国は、今後、地方自治体が「地方版総合戦略」を立案

する際に必要となる、幅広いデータ（地域経済循環、財政、産業、観光、消費、農業、医

療福祉、教育等）を整備するとともに、毎年のデータ更新とシステム更新が可能な基盤（予

算面・体制面）を確立し、地方自治体に対して、持続的かつ安定的にデータ提供及びアド

バイス（活用支援）を行うとしている。 

一方で、先進的な自治体では、独自にオープンデータを進めて、自治体の持つデータの

公開を進めている。エビデンスベースによるヘルスケア分野の施策検討を進めるにあたっ

ては、国レベルで持つデータと、自治体レベルで持つデータ、さらには民間の持つデータ

をいかに融合させるかが重要となる。今後、さらに利用できるデータの種類が増え、利用

する立場からみてユーザビリティの高いシステムとなることが期待される。 
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図表 30 地域経済分析システム RESAS のメニュー 

 

資料出所：まち・ひと・しごと創生本部「地域経済分析システムについて（2014 年 1 月）」 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/chihosogo/siryou4.pdf 
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3.2. IoT 等の新しい技術によるヘルスケアサービスの動向 

（1）医療ビッグデータ 

ICT の応用はヘルスケア分野においても非常に進んでいる。その代表的なものがビッグ

データの活用だろう。医療に関する様々な情報を集め、そこから統計解析やディープラー

ニングなどの機械学習によって健康の維持・向上につながる知見を導き出すのである。 

 

①国によるデータベースの作成 

これまで国はレセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB）や国保データベース

（KDB）、診断群分類に基づく一日あたりの包括評価制度のデータ（DPC）などの整備を

進めてきており、既に大量のデータが登録されている。 

 

a) レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB） 

NDB は、医療費の適正化を実施及び評価するためのデータベースである。2009（平成

21）年から全保険者の電子レセプトと特定健診のデータが匿名化されて記録されている。

レセプトには施術内容や調剤情報が詳細に記されており、これを分析することによって国

全体の医療の状況を把握したり、ジェネリック薬品の普及を知ることができる。 

 

b) 国保データベース（KDB） 

KDB は国保などの保健事業の計画の作成や実施を支援するためのデータベースである。

国保連合会が「健診・保健指導」、「医療」、「介護」の各種データを利活用して、統計情報

や個人の健康に関するデータを作成している。 

 

c) 包括医療費支払い制度方式のデータ（DPC） 

DPC は急性期の入院医療を対象とし、医療機関等の機能や役割を適切に分析・評価する

ためのデータベースである。診断群分類点数表の作成・医療機関別係数の設定等に活用さ

れ、個別患者が特定できないように集計した後、医療機関毎に公開される。 

DPC データは患者の臨床情報と診療行為がセットになったもので、病名や術式、各種の

スコア・ステージ分類や、診療行為、医薬品、医療材料などが記録されている。これらの

情報から診療行為を時系列で把握し、診療プロセスを可視化することが可能になる。 

 

 その他厚生労働省が収集・管理している主な医療情報を次の表に示す。 
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図表 31 厚生労働省が保有する主な医療情報 

 

 ＮＤＢ （レセプト情報・特

定健診等情 報データベ

ース） 

病床機能報告制度 ＤＰＣデータ 診療報酬の施設基準の 

届出状況等の報告 

主な項目 

○レセプトデータ ・傷病

名  

・診療開始日、診療実日

数  

・医療機関コード 

・点数項目 等  

○特定健診 

･保健指導データ  

・受診情報（実施日等）  

・健診結果 

･問診結果  

・保健指導レベル 等 

○医療機能  

○構造設備 

・人員配置等に関する項

目 （許可病床数、職員

数、診 療科等）  

○具体的な医療の内容

に 関する項目 （レセプト

を活用） 

○ＤＰＣ対象病院等の退

院患者ごとの  

・簡易診療録情報  

・診療報酬請求情報  

・施設情報（病床数、入院 

基本料等加算、地域医療 

指数における指定状況 

等） 

・入院基本料の届出情報 

・有床診療所入院基本料

の届出情報  

・在宅療養支援診療所の

届出情報  

・回復期リハビリテーショ

ン 病棟の届出情報 等 

報告主体 

保険者 

後期高齢者医療広域連

合 

一般病床・療養病床を 

有する病院・有床診療所

ＤＰＣ対象病院、ＤＰＣ準

備 病院、データ提出加

算届 出病院 

保険医療機関 

報告頻度 

（ 時 期 ） 

毎月 年１回 （７月１日現在等） 年４回（３か月分）  

（７月・10 月・１月・４月） 

年１回 （７月１日現在） 

集 計 － － 約 30 表 － 

公 表 － 
都道府県ＨＰ 厚生労働省ＨＰに集計 

結果を掲載 

地方厚生局ＨＰに医療機 

関一覧を掲載 

公表以外

のデータ

提供 

レセプトデータ、特定健

診等 データ、依頼に応じ

た集計表、 サンプリング

データセットの提 供申出

を随時受付 

－ － － 

情報の 

所在 

厚生労働省 都道府県（厚生労働省） 厚生労働省 厚生労働省（地方厚生

局） 

構築状況 
データベース構築済み 平成27年度より都道府県 

HP において公表予定 

データベース構築中 

（平成 29 年度完成予定）

データベース構築を検討

資料出所：厚生労働省「医療データの効率的な活用について（平成 27 年 2 月 17 日）」 

https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/20150217-1.pdf 
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②データ分析の取組み 

収集されたデータを分析した事例には日本循環器学会45が DPC データを使った分析が

ある。日本循環器学会では 2004（平成 16）年から毎年実施している「循環器疾患診療実

態調査」(JROAD)で収集した DPC データの解析を行った。JROAD はこれまで施設レベ

ルの解析で、個人レベルのデータ解析がなされていなかったが、2012（平成 24）年分から

新たに DPC データの収集・分析をしている。その結果、比較データは地域の特徴を見る比

較データに活用できる可能性があるとした。また、急性心筋梗塞症例では入院患者数が多

い施設ほど院内死亡率が低い点や、心不全症例が男女共に 80 代が も多く高年齢化してい

る点、急性心筋梗塞症例の退院時に処方する主要薬剤の処方率などが学会発表にて報告さ

れている。今後の取組みとして国際比較や、全国データの分析結果からガイドラインの策

定に使うことなどが期待されている。 

収集したデータを人工知能によって分析する取組み46もある。米 IBM は同社が開発した

人工知能「ワトソン」に治療内容や医療費を入力し、医師による診断や治療法の選択など

を支援する。多忙な医師は 新の治療に関する論文などを読み込む時間が足りない。ワト

ソンには 新の論文データが入っており、医師の判断をサポートすることができる。 

IBM はこの分野を強化するために医療関連データの分析を行ういくつかの企業を買収

している。 

 

（2）0 次予防を実現する医療データベースと医療 IoT サービス  

①ながはま 0 次予防コホート事業 

既に病気にかかった人に関する医療データは着々と整備されており、効率的な医療行政

などに貢献している。しかし未だ病気にかかっていない健康な人のデータは、まだ十分に

集められてはいない。もし健康な状態の人のデータを集め、同じような環境にある病気の

人と比べることができれば、それぞれの違いから病気の発生原因などを特定することが可

能になる。こうした医療ビッグデータを活用すれば病気にかかる前にそれを未然に防ぐ、

予防医学が可能になるのである。 

病気の予防には、1 次から 3 次までの 3 つの段階があり、それぞれの段階で対策が異な

る。1 次予防は病気が発生することを防ぐことが目的で、生活習慣の改善や、特定の病気

を防ぐ予防接種などの対策が取られる。2 次予防は早期発見・早期治療による病気の進行

を防ぐことが目的で、健康診断などを定期的に行うことが対策である。3 次予防は治療に

より、病気が重症化することを防ぐことが目的で、治療後の保健指導やリハビリで再発を

防ぐなどの対策が取られる。 

こうした従来の予防に加え、新たにビッグデータが可能にしつつあるのが 0 次予防であ

る。0 次予防は個人の持つ様々な医学的なデータを分析し、病気になる前にそれを予防す

                                                  
45参考：医療介護ＣＢニュース 2015 年 4 月 27 日(月) 
46電波新聞 2016 年 2 月 23 日 
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ることである。 

0 次予防を実現するために、滋賀県長浜市は京都大学と共同で「ながはま 0 次予防コホ

ート事業47」を実施している。長浜市に住む 1 万人の市民から、様々な健康情報、血液や

尿の成分、環境・生活習慣などの情報を長期にわたって収集・分析し、病気の原因や老化

の仕組みを調べている。このように長期にわたって調べることをコホートという。ながは

ま 0 次コホート事業は 2007 年から始まり、4 年間をかけて 1 万の市民に健診を実施した。

現在は第 2 期として 初に健診を受けた 1 万に対し再度健診を実施している。健診は人間

ドックに匹敵するレベルの内容で、9 分類 105 項目に渡って行われた。これらのデータが

1 万人分あり、さらに 4 年ごとにその変化を追跡することにより、様々な知見を得ること

ができるだろう。 

  

②データ取得の容易性を高める医療 IoT サービス 

0 次予防を実現するためには、健康な人のデータを収集する必要がある。これまで生体

情報を取得するためには体に直接接触したり、注射針で体内に挿入するなどしないと取得

できなかったものが、センサーの高性能・高性能化が進んだことにより、非接触・非侵襲

による測定が可能になった。 

非接触・非侵襲化はまた、センサー機器の取り扱いを簡単にした。これにより測定の際

にセンサーを装着する手間が省ける、もしくは常に装着していることが可能になった。そ

の結果、測定の自動化が進み定期的にデータを取得することが可能になった。 

データ取得のためのハードルが下がったおかげで、これまで医療機関にかからずに過ご

してきた健康な人に対しても、生体情報を継続的に取得する仕組みを作る事が可能になっ

てきた。 

スマートフォンの普及は、ネットワークに接続されたセンサーが膨大に存在することを

示す。スマートフォン以外にもあらゆる機器にセンサーが搭載されており、これもまたネ

ットワークを通じて集約される。こうしたデータを集める仕組みを IoT と呼ぶ。IoT とは

Internet of Things の略で、日本語で「モノのインターネット」などと呼ばれることもあ

る。 

医療で IoT を用いる時に、 も期待されているのがライフログの収集である。ライフロ

グとは運動や睡眠、食事などの人間の生活行動を数値化して記録したものである。近年増

加している生活習慣病は毎日の行動の積み重ねが引き起こすため、ライフログを分析する

ことで生活習慣病の予防や治療に役立てることができる。 

 

Google は、血糖値が測定可能なコンタクトレンズを発表48している。糖尿病患者が装着

すると涙の成分から血糖値の変化を知ることができる。常に装着することで、血糖値の変

化を痛みなしに連続してモニタリングすることができる。 

                                                  
47 京都大学ながはま 0 次コホート http://zeroji-cohort.com/ 
48 http://www.medtecjapan.com/ja/news/2015/09/03/1278 
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図表 32 スマートコンタクトレンズ（Google） 

 

資料出所：Time サイト「Google Granted Patent for Smart Contact Lens（March 25, 20155）」 

http://time.com/3758763/google-smart-contact-lens/ 

  

コンタクトレンズのように、常に装着することができるデバイスを使うことで、測定に

伴うストレスを 小限にすることが可能になる。また、常に血糖値の変化をモニタリング

できるため、突発的な血圧低下を検知することができる。また血糖値の変化をその他の健

康データと合わせて分析すれば血糖値の変化を引き起こす要因を探し出すことが可能にな

るだろう。 

同様の取組みは日本のコンタクトレンズメーカーのシードが、眼球の膨張を検出するセ

ンサーを開発している。眼球に装着すると、目の周りに装着したアンテナがデータを受信

し、眼圧を記録することができる。緑内障は眼圧が高くなり、視神経に障害が出る病気で

ある。眼圧を下げる点眼薬を使った治療が一般的だが、眼圧の変化を知ることができれば、

適切な量の薬を処方することができる。 

 

リストバンド型の生体センサを使った事例には、東芝と大分大学が共同で行っている認

知症予防の実証実験49がある。リストバンドは会話量測定、食事時間検出、位置情報、ボ

タン操作による第三者への緊急連絡、脈拍測定、紫外線量測定、皮膚温度測定などの機能

があり、これに加え体重や血圧などの身体データを継続して収集する。 

こうして収集したデータを、認知症関連データとの関連性を分析することによって認知

症のなりやすさと身体情報や生活習慣との因果関係を調べ、予防につなげる。 

 

 

                                                  
49 https://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_04/pr_j1601.htm 
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図表 33 リストバンド型生体センサ（東芝） 

 
資料出所：東芝サイト https://www.toshiba.co.jp/about/press/2015_08/pr_j1701.htm 

 

 

（3）健康データから医療データ収集へ 

私たちのもっとも身近にある IT 機器はスマートフォンであろう。現代の生活には欠かせ

ず、常に持ち歩く習慣がついている。こうしてまさに「肌身離さず身につけている」機器

を使って、様々な医療情報を取得しようとする取り組みが起こっている。その代表的な例

が Apple 社が提供する ResearchKit と、それを使った各種のプロジェクトである。すでに

個人が所有しているスマートフォンを通じてデータを取得できるので、新たにセンサーや

ネットワークを用意することなく低コストで IoT を実現できる仕組みが個人の医療情報を

収集することが可能になる。 

健康データに比べ、医療データはプライバシーなどの機微な情報がより多く含まれる。

また測定方法も歩数計のようなシンプルな機器で測れるものに比べ、特別なセンサーなど

を用いないと取得できない。また健康情報よりも機微な情報が含まれるため強固なセキュ

リティやプライバシーの扱いが必要である。 

 

① Apple ResearchKit 

Apple 社は ResearchKit を発表する以前の 2014（平成 26）年に、iOS8 の新しいアプリ

として「Health（日本ではヘルスケア）」と開発者向けのツールとして「HealthKit」を公

開している。Health は iPhone のアプリで計測された各種の健康データを一元管理するた

めの仕組みである。本体に内蔵された加速度センサーや GPS データから取得した活動量や、

ネットや Bluetooth などを通じて取得した各種のセンサーデバイスからの体重や血圧など

の情報など、健康状態を示すデータを 1 箇所に集め、ダッシュボードから一覧表示するこ

とができる。 

こうしたデータもダッシュボードと同様に 1 箇所に集約され、使用者本人が管理する。
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健康情報のようにプライバシーに関する情報は、第三者の作成したアプリケーションによ

って不正に外部に送信される可能性があるが、Health で管理されているデータは、使用者

の許可がなければ読み出すことができない仕組みになっている。 

Health の管理するデータにアクセスするには、開発者ツールの「HealthKit」を使用し

なければならない。Health のデータは暗号化して保存されているので、この情報を読み出

すためには HealthKit を通じて解読されたデータを取得する必要がある。こうした仕組み

を用いて Apple は利用者の個人データを保護しているのである。 

HealthKit に続き 2015（平成 27）年に公開されたのが ResearchKit である。HealthKit

がアプリと健康情報を結びつけるためのツールであるならば、ResearchKit は研究者と健

康情報を結びつけるツールと言えるだろう。 

医学研究のため個人の持つ健康情報にアクセスしたい研究者は、ResearchKit 上で動作

するアプリを開発して利用者に配付する。利用者はアプリが取得するデータを確認し、同

意してから利用を開始する。集められた健康情報は ResearchKit を通じて研究者に届けら

れる。このとき健康情報は研究者に直接送信され、Apple がデータを取得することはない。 

HealthKit と同様に健康データは利用者が一元管理し、通常は暗号化されて保存されてい

るため、個人情報は利用者が管理することができるのである。 

医学研究では、患者のデータの取得する困難さが障壁となるが、ResearchKit にある視

覚的な電子同意書のテンプレートを利用することで、医学研究者は、研究の詳細な説明や、

参加者の同意を取得するカスタマイズを簡単に行うことができるという。また、文章での

説明だけでなく、研究目的を説明するビデオや参加者の理解を確認するためのインタラク

ティブなクイズなどの要素を含めることも簡単に行える。 

 

図表 34  ResearchKit の同意取得画面 

 

 

資料出所：Apple サイト http://www.apple.com/jp/researchkit/ 
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調査モジュール部分でも、研究への参加者の回答をリアルタイムに研究者が共有するこ

となどを簡単にカスタマイズすることができる。アクティブタスクモジュールを使うと、

参加者に iPhone に内蔵された加速度センサー、ジャイロスコープ、マイクそして GPS な

どの高度なセンサを使って、運動活動、健康状態、認知そして声などを計測したデータを

収集できる。利用できるセンサーは、iPhone に内蔵されたものだけでなく、サードパーテ

ィのデバイスおよびアプリケーションによって計測された体重、血圧、グルコースレベル

そしてぜんそく吸入器の使用といったデータにヘルスケアアプリケーションからアクセス

して、利用することができる。ResearchKit は、Apple のアプリ「ヘルスケア」をはじめ

とする各種 HealthKit アプリで収集したユーザの体重や心拍数などのデータにもアクセス

できるという。 

iPhone は累計販売台数が 7 億台にのぼり、潜在的な参加者としての数は非常に大きい。

iPhone のユーザビリティの高いインタフェースにより、同意、調査および計器を使ったデ

ータ収集の簡単に実行できる。また、医療機関や研究機関に何度も足を運んでもらう必要

もなく、多頻度でのデータ取得が行えることも魅力的な側面となっている。患者を研究に

参加させる新しい方法として ResearchKit は大きな可能性を持っているといえる。 

以下では、App ストアで公開されている ReserchKit を使ったアプリの事例を紹介する。 

 

a) Asthma Health 

喘息患者向けのアプリの「Asthma Health」は、ワイルコーネル Weill Cornell 大学とマ

ウントサイナイ医科大学 Icahn School of Medicine at Mount Sinai が共同開発しているが、

昼間と夜間の喘息症状をマイクで録音し、吸入器の使用記録のデータ、身体活動、排気ガ

ス、ハウスダスト、医師の診察、投薬、服薬などのデータを取集することで、喘息のコン

トロールと症状の軽減につなげていく。iPhone に内蔵されている GPS のデータを、住ん

でいる街の空気の質に関する情報（オゾン、PM2.5 など）と組み合わせることで、ぜんそ

くの症状を引き起こす可能性がある場所を避けることができるという50。 

  

                                                  
50 詳細は、Apple サイトを参照のこと。http://www.apple.com/jp/researchkit/ 
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図表 35  Asthma Health の画面イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      資料出所：左：App Store サイト 

           右：Apple サイト http://www.apple.com/jp/researchkit/ 

 

b) mPower 

パーキンソン病患者向けアプリ「mPower」は、ロチェスター大学と米 Sage Bionetworks

が共同開発しているが、診断ツールとして使うことにより、パーキンソン病の研究に貢献

できる仕組みとなっている。パーキンソン病はまだ解明されていない部分が多くある。そ

こで mPower は、パーキンソン病の利用者の器用さ、バランス、記憶、歩行などのデータ

を正確に測定し、アプリで集められた情報から、様々な症状がパーキンソン病とどのよう

に結びついているかを調べる。参加者は、基本的には対象となる疾患に罹患しているか、

り患したことのある人となる。 

参加者はアプリをインストールしたら、まず手描きの署名でサインアップし、2 本指で

画面をタップする速度を測ったり、マイクから声を入力したりする。これは、手の動きの

速度や手の震えを評価するテストとなる。そのほかに、マイクに向かって声を出し、声帯

の調子を見るテストや歩行テスト、HealthKit アプリで収集したユーザの体重や心拍数な

どのデータも収集することで、参加者は自分がパーキンソン病であるかの簡易診断ができ、

研究者は疾患に関連するデータを取集することができる。 

 

c) GlucoSuccess 

マサチューセッツ総合病院が開発した糖尿病患者向けアプリ「GlucoSuccess」は、食事、

身体活動、薬の服用など、生活における様々な要素が血糖値に与える影響について理解す

るのに役立つアプリである。利用者にとってもこのアプリによって、食べ物の選択や活動

が血糖値とどう関係しているかを特定しやすくなるため、自分の心身の健康増進に一段と

積極的に取り組むことができる。 
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d) Heart ＆Brain 

慶應義塾大学医学部内科学教室（循環器）の福田恵一教授、髙月誠司准教授らは、国内

初の iPhone の ResearchKit を用いたアプリ「Heart ＆Brain」を開発し臨床研究を開始

した。 

Heart ＆Brain は不整脈・脳梗塞を早期に発見し、生活の質を守ることを目的としたア

プリで Apple Watch が記録した心拍数のほか、歩数、運動量などのヘルスケアデータを収

集し、不整脈や脳梗塞に関する質問票、iPhone に内蔵されたセンサーを駆使した運動評

価を行う。運動評価は画面の指示に従って iPhone を動かし、その際に得られる 3 次元加

速度センサーのデータを収集する。 

 

図表 36 「Heart ＆Brain」の画面イメージ 

 

   

資料出所：アプリより筆者が取得 

 

e) ぜんそくログ 

順天堂大学で開発された「ぜんそくログ」は、喘息に関するアンケートに回答してもら

い、日本での喘息の実態調査を行うためのアプリである。 

選択式のアンケートに回答するほか、iPhone6 など気圧センサーを持っている端末では、

気圧と喘息の関係についても調べることができる。 
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図表 37 「ぜんそくログ」の画面イメージ 

 

   

資料出所：アプリより筆者が取得 

 

 

（4）クラウド化 

厚生労働省は、これまでの遠隔医療の推進など医療の電子化に加え、新たに電子カルテ

のクラウド化を進めており、2016（平成 28）年度事業として 2015（平成 27）年に予算請

求をした。これにより電子カルテの全国的な普及が進み、医療データをより効率的に扱う

ことが可能になる。 

 

①電子カルテのメリット 

電子カルテは大病院等で事務手続きの費用を削減するなどのメリットがあり、既に積極

的に導入が進んでいる。コスト削減の他にも次のようなメリットがある。 

 資料の劣化がなく、保存が容易 

 収納など保管場所に困らない 

 紙・印刷代の削減 

 2 次利用が容易で必要なデータの抽出、加工が可能 

 遠隔の施設や他部署とデータの共有や連携が可能 

 

こうしたメリットに加え、クラウド化によって更にいくつかのメリットが得られる。 

 

②クラウド型電子カルテの特徴 

従来の電子カルテは病院内にサーバを設置し、そこにデータを保存していた。これに対

してクラウド型電子カルテは、インターネットを通じて離れた場所にあるサーバにアクセ



77 

スしデータを保存する仕組みである。 

 

a) 長所 

従来の電子カルテを利用するためには、自前でサーバを用意しなければならない。その

ためサーバを構築する費用や維持管理のメンテナンス費用、アプリケーションの利用料な

どが発生する。このため導入のためのコストが高く、大病院のように多数の利用者がいな

ければ費用対効果が得られなかった。 

一方のクラウド型はサーバの設置が不要なので、初期設定などの費用だけで利用を開始

できる。またメンテナンスなどもサービス提供側が集中して行えるのでコストが下がる。

このため導入のためのコストが下がり、今後は中小の病院でも導入が進むことが予測され

る。 

 

b) 短所 

情報漏洩の可能性が、従来型に比べると高くなってしまう。従来型の製品は院内で閉じ

たネットワークだったので、外部に漏れる危険性は低いが、インターネットを経由するク

ラウドの場合は、その経路で情報が漏洩する可能性がある。ネットワークのセキュリティ

が厳重でも、そこに接続する端末を正しく管理しないと盗難や紛失した際に情報が盗まれ

る可能性がある。 

 

セキュリティ対策をしっかりと講じる事ができれば、費用の面でメリットが多く、今後

はクラウド型の電子カルテが普及することが予想される。 

 

（5）パーソナルゲノムビジネスと規制 

医療情報に関しては疾病情報や生活・行動情報などに注目が集まっていたが、技術の進

歩により個人の遺伝子情報を扱うハードルが下がってきた。 

 

●疾病情報 

・国や民間でデータベースの整備が進みビッグデータ解析が始まっている 

●生活・行動情報 

・IoT により手軽にデータを収集できるようになり、活用が始まっている 

●ゲノム情報 

・情報が膨大で分析のコストがかかる他、倫理面や個人情報の観点から、まだ普及して

いない 

 

疾病情報や生活・行動情報は、ある程度広まってきたが、ゲノム情報の活用はまだ始ま

ったばかりである。ゲノム情報には病気の発生原因や体質など、個人の健康状態を予測す
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るためのデータが多く入っているので、ゲノム情報を疾病情報や生活・行動情報と組み合

わせて分析すれば、より精度の高い診断を下すことが可能になる。一方でゲノム情報には

病気だけでなく家系や出生にまつわるデータも多く含まれており、プライバシーが脅かさ

れる可能性も高い。出生診断に用いられる可能性も高く生命倫理にも関わってくる。また

ゲノム情報は生涯変わることがなく、一度漏洩してしまえばその後に取り返すことは難し

い。 

ゲノム情報の活用は始まったばかり。そのため情報を利用する際のルールや規制などが

存在しない。大きな成果が期待される一方で、悪用される危険もある。本格的に運用する

前に公正なルールを決めておくことが必要である。 

厚生労働省ではこうしたゲノム情報の扱いに関して、2015（平成 27）11 月に「ゲノム

情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」を設置し、関係者による対策をはじめ

ている。 

 タスクフォースではゲノム医療等に関する課題51を次のようにまとめている。 

 

図表 38 ゲノム医療等に関する課題 

（1）臨床応用 

① 遺伝子関連検査の品質・精度管理 

・ 遺伝子関連検査は病院、衛生検査所、研究室で実施されているが、遺伝子関連検査に特化した基準は

定められていない。 

・ 米国等においては、遺伝子関連検査施設や検査担当者を認証する等の法規制が存在。 

・ 消費者に直接提供される遺伝子検査ビジネス（DTC 遺伝子検査）は、経済産業省の定める遵守事項や

国内外の学術団体、業界団体が公表している指針等を参考に実施することが求められている。 

・ 国民生活センター等への、遺伝子検査ビジネスに関する相談事例の一部として医学的根拠に関する相

談もあるが、多くは一般的な商取引に関する相談。 

② 遺伝子関連検査の結果の伝え方 

・ 遺伝カウンセリング体制を含め遺伝子関連検査結果の情報提供体制が不十分。 

・ 偶発的に発見された遺伝子関連情報を本人に伝える等の取扱についての規定がない。 

・ DTC 遺伝子検査は、消費者に直接結果が返されるため、医師や遺伝カウンセラーの関与がない場合が

ある。 

③ ゲノム医療機関 

・ ゲノム医療のコアとなる拠点病院が存在しない。 

・ 遺伝子関連検査、個別化医療、薬の使い分け等の診療報酬としての評価が不十分。 

・ 英国（NHS）ではゲノムセンターが国内に 23 ヶ所が整備されており、492 種の検査やカウンセリン

グを提供している。 

                                                  
51 ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース「資料 2 ゲノム医療をめぐる現状と

課題（確定版）」 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikaga
kuka/151117_tf1_s1.pdf 
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④ 人材育成 

・ 臨床遺伝専門医、遺伝カウンセラー、バイオインフォマティシャンなど様々な専門的人材が必要であ

るが、我が国では不足している。 

（2）研究開発 

・ 英米では、国家プロジェクトとしてゲノム医療の実現に向けた研究を推進している。（バイオバンクの

整備やゲノムコホート研究の実施） 

・ 厚生労働省としては、これまでナショナルセンターにおいて、がんや希少疾患（難病）を中心とした

研究基盤整備・臨床応用の推進に取り組んできた。 

・ 我が国も、ゲノム医療実用化に向けた研究を推進するため、オールジャパンのネットワークの形成が

必要。 

・ 正確で効率的な医療情報の突合に必要な仕組みの構築が必要。 

（3）社会環境 

1. ゲノム情報に基づく差別の防止等 

・ ゲノム情報に基づく差別（雇用、民間医療保険加入等）を法的に禁止、制限するものが現在な

い。 

・ （米、独、仏、韓等では、差別禁止法が存在） 

・ 遺伝子関連検査を実施する者（医療関係者以外）の守秘義務について規定がない。 

2. 国民への啓発普及 

・ 国民のゲノム医療への理解 

 

諸外国に比べ日本では臨床・研究・社会の面でゲノム利用に関する制度の整備が不十分

であり、技術の進化に法律が追いついていない。 

ゲノム情報を活用してビッグデータ解析を行う際にも、個人のゲノム情報に合わせて提

供されるテーラーメイド医療を行う際にもゲノム情報を提供する必要があるが、それを扱

う医療従事者に対する守秘義務についての規定がない事などは、早急に整備を進めて欲し

い。 
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（6）医療ビッグデータの展望と課題 

医療ビッグデータには病気に関する疾病情報、日常生活の状況に関する生活・行動情報、

陰電子に関するゲノム情報の 3 つがあり、今後の活用が期待されている。一方でいずれの

情報も個人のプライバシー情報を扱うため、共通して次のような課題があった。 

 

① プライバシー情報の制御 

あらゆる機器が接続された IoT では利用者が気がつかない間に生活・行動情報を取得さ

れる可能性がある。スマートフォンでは有用なアプリを偽装して利用者の個人情報を収集

するマルウェアなどが予想され、個人のプライバシー情報が流出してしまう可能性がある。

流出を防ぐために Apple 社の HelathKit や ResearchKit などが開発されているが、こうし

た仕組みはサンドボックス型セキュリティと呼ばれている。サンドボックスとは子どもが

遊ぶ「砂場」のことだが、塀で囲まれた砂場の中で子どもを遊ばせれば安全なことから、

同様にコンピュータの中でもシステムや情報を守るために、ソフトウェアの動作を制限す

るように作られた環境を指す。 

 

図表 39 サンドボックスの概念図 

 

資料出所：筆者作成 

 

Apple 製品以外でも、個人情報を守るためにサンドボックス型のセキュリティを導入す

ることが必要であり、また利用者に対してこうしたサンドボックスの仕組みを周知し、こ
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れ以外で個人情報を利用しようとするアプリに対して警戒できるように啓発することが必

要である。 

② プライバシー・バイ・デザイン 

IT システムにおいてプライバシーを扱う際の基本原則として「プライバシー・バイ・デ

ザイン」が挙げられる。90 年代にカナダのアン・カプキン博士によって提唱された概念で、

7 つの基本原則52がある。 

1. 事後的ではなく、事前的; 救済的策でなく予防的 

2. 初期設定としてのプライバシー 

3. デザインに組み込まれるプライバシー 

4. 全機能的 — ゼロサムではなく、ポジティブサム 

5. 初から 後までのセキュリティ — すべてのライフサイクルを保護 

6. 可視性と透明性 — 公開 の維持 

7. 利用者のプライバシーの尊重 — 利用者中心主義を維持する 

 

医療や財務のように機微な情報を扱う IT システムを構築する際には、これらは特に強く

守られなければならないとあり、先見性が見られる。総務省ではスマートフォンに関する

プライバシー情報を保護するために 2016（平成 24）年に「スマートフォン プライバシー 

イニシアティブ53」をまとめている。プライバシー・バイ・デザインの原則に加え、運用

や苦情・相談などへの対応まで含む包括的なイニシアティブである。プライバシー情報の

コントロールはスマートフォンの基本ソフトである OS のレベルで対策が必要であり、そ

のほとんどは Apple や Google など海外の企業が開発している。こうしたイニシアティブ

を守るためには、OS の開発企業や諸外国との国際的な連携が必要である。 

 

③ セキュリティ 

プライバシーと同様にセキュリティ対策も必須である。ハッカーによる攻撃は、不特定

多数のサーバに対して行われ、その中からセキュリティの隙を探して潜り込むタイプのも

のが多かったが、近年は目的の情報を持つ相手を狙い撃ちした標的型攻撃が増えてきてい

る。重要な個人情報である医療情報は、標的にされる可能性が高く十分な対策が必要であ

る。 

標的型攻撃の手法は、外部からメールや USB メモリなどに仕込んだマルウェアを送り込

み、システムを感染させて情報を盗み取るやり方である。マルウェアを送るために業務メ

ールを騙ったファイルを送り、それを開くことでウィルスを実行させるなどの手法がある。

                                                  
52 アン・カブキアン博士「プライバシー・バイ・デザインの 7 つの基本原則」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000196322.pdf 
53 http://www.soumu.go.jp/main_content/000171224.pdf 
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いかにシステムを強固にしても、職員にセキュリティの心構えがなければ、うっかりウィ

ルス付きのメールを開いてしまうようなことになる。 

システム自体を強固にすることは当然のこととして、セキュリティに関する内部統制を

十分に行うことが必要である。 

 

④ データ連係 

さまざまな医療情報が集積され、データベースが作られているが、それらが分散してい

る。情報は組み合わせることにより、より精度の高い分析結果を得ることが可能になるが、

現時点ではデータの連係は限定的である。理由は前述のプライバシー及びセキュリティで

ある。外部にデータを出すことにより、個人情報の流出やセキュリティ強度の低下に繋が

るかもしれない。 

特にプライバシーの面では、複数のデータを組み合わせることで、そこから個人を特定

することができる可能性があるため慎重な利用が求められる。情報を連携させる仕組みと

して、前述のサンドボックスのように、その内部のみで医療情報を組み合わせて分析で器

量な環境を開発するなどし、情報漏洩を防ぐ仕組みを作ることが求められる。 

 

⑤ 人材不足 

データを分析する専門家をデータサイエンティストと呼ぶが、日本ではこうした人材が

まだまだ不足している。特に人の命を扱う医療データサイエンティストはコンピュータや

統計などのスキルの他に、医療情報を理解するための医学的な知識が必要など、高い専門

性が求められる。 

こうした人材を育成できる教育機関が少なく、また専門家としてのキャリアが確立して

いないため人材が集まらないなどの問題がある。 

 

⑥ データの公開方法 

分析したデータを公開する際にも配慮が必要だろう。医療情報は間違いが許されない分

野なので、再検証が可能なように分析結果は分析に使った手法やデータと共に公開するな

どの条件が必要である。 

医療データの分析によっては病院や医師の治療成績が判明するだろう。その結果を公開

すると、成績のよい特定の病院・医師に患者が集中することになる。しかし医療資源が不

足している現状では、このような一極集中を引き起こす行為はできないだろう。 

しかし成績の悪い病院・医師への指導は必要で、治療成績に基づいて適切なフォローア

ップを行うことで医療技術の底上げにつながる事を期待する。 
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（7）まとめ 

ヘルスケア分野における ICT の活用動向として、主に医療ビッグデータに関して検討し

た。 

これまでアクセシビリティ研究会では、仕事やボランティアを通じた社会参加によって

シニアの健康度が向上することを調査してきた。社会参加の方法として ICT を活用し、人

と人のつながりを再構築したり、それぞれの興味や関心、体力や身につけてきたスキルな

どに応じた仕事をすることによって認知症の予防や、孤立を防ぐことにつながる。 

疾病に関するデータと生活・行動データを合わせて分析すれば、高齢者の社会参加によ

る健康度の上昇をエビデンス・ベースで評価をすることが可能になるだろう。その事を示

すことができれば、これまで以上にシニアの社会参加が進む好循環を生み出す。それを後

押しする ICT を作り出していきたい。 
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3.3. ヘルスケア分野におけるデータの活用と EBM 

（1）ヘルスケアにおける ICT 活用の役割 

高齢化による社会保障費の増大と労働力不足の課題が、日本を含む先進国において顕在

化している。これは、人口ボーナスを今は享受している新興国においても、今後、必ず直

面するグルーバルな課題である。疲弊しつつある社会保障システムを改革するには、健康

維持・増進に向けて未病対策を充実し、また、効果が高く効率的な治療法の開発をするな

ど、医療・介護サービスをより効率的な方向に改善する必要がある。 

一方、情報通信技術（ICT：Information and Communications Technology）の進展は

急速で、民間ビジネスのみならず、政府・地方公共団体でも電子行政という形での運用が

始まっている。教育分野でも、義務教育でのタブレットの活用など先進的な取り組みが進

んでいる。ICT の社会での活用には、既存業務を効率化するだけでなく新しい価値を創造

するという効果があり、健康・医療・介護というヘルスケア分野での課題解決においても、

ICT による社会価値の創造への期待が高い。 

健康・医療・介護分野では、今まで膨大なデータが蓄積されてきた。これらのデータを

分析することで、ICT 活用が、社会保障費削減などに寄与するということを示すエビデン

スは導かれるのだろうか？ どのような新しい価値が創造されているのだろうか？ 数多

くの論文などが発表されてきているので、医療を中心にこれらの成果の概要を紹介したう

えで、考察を加えることにしたい。 

 

（2）三種類の ICT 活用方法 

医療における ICT 活用の方法は、三種類に大きく分類される。 

第一は情報連携という活用方法である。「2 時間待ちの 3 分診察」と揶揄される大病院の

混雑を緩和し、本当に必要な医療を本当に必要な患者だけに施す方向で、病院の機能分化

が進んでいる。機能分化に伴って病院・診療所間の連携が求められるようになるが、これ

を効率的に実現するためには、ICT の活用が必要になる。地域内にある多数の診療所と中

核病院の間で、患者の生涯にわたる医療情報、すなわち生涯健康医療電子記録（EHR：

Electronic Health Record）を共有するのが地域 EHR で、情報連携の実例である。同様の

情報連携は、病院内の異なる診療科においても必須である。このような EHR の基礎とな

るのが、電子カルテであるが、電子カルテの導入は経済的に合理的なのだろうか。 

「2 時間待ちの 3 分診察」を改善するために、自宅で医療バイタル情報を収集し、これ

を病院に送信して指導を受け、本当に必要な場合に限って通院するという遠隔医療が本格

的実施期に入った。この遠隔医療も、情報連携の一形態である。 

第二の活用方法は、いわゆるビッグデータ解析である。2008 年に導入された特定健診制

度に基づく診察記録や診療報酬明細書（レセプト）はすでに電子化されており、これらを

結合して分析することが可能となってきている。医療保険者がこうした分析を行った上で、
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加入者の健康状態に即して、より効果的・効率的な保健事業を提供するのがデータヘルス

である。企業の健康保険組合では、その先には、社員の健康を維持することで企業の業績

を向上させようという健康経営がある。 

医師の個人的な経験や慣習などに頼って治療するのではなく、科学的に検証された 新

の研究成果に基づいて医療を実施しようというのが根拠に基づく医療（EBM：Evidence 

Based Medicine）である。1990 年代に提唱された EBM においても、エビデンスの発見の

ために、ビッグデータ解析が役に立つ。 

第一、第二の活用方法は、医療保険者・医療機関などにおける活用だが、他方で民間に

おける活用も進みつつある。生命保険各社は契約時に取得した健康情報と後年の入院・死

亡などの関係を調べ、保険リスクの管理に利用している。この数年に急速に普及し始めた

のが、ウェアラブル端末を装着して脈拍・血圧などを測定して、それを装着者の健康管理

に役立てようという、いわゆるモバイルヘルス（mHealth ともいう）である。遺伝子情報

を元に健康指導を実施する事業も、米国の 23andMe を皮切りに、広く実施されるように

なった。ヘルスケアに関連するデータを、プライバシーに配慮しながらも必要に応じて匿

名化などを行うことでオープンに活用できるような形にし、誰もがビジネスに利用できる

ようにすることで、第三の活用方法はいっそう進展すると考えられる。 

 

（3）情報連携に関する研究成果 

① 電子カルテ・病院情報システムの導入 

電子カルテ、あるいは、電子カルテを情報連携の要とする病院情報システムは、多くの

大規模病院に導入されている。2013 年のデータとして、大規模病院（400 床以上）の電子

カルテ普及率は約 70％とされている。これに対して、中規模病院（100～399 床）では 34％、

小規模病院（20～99 床）では約 16％、診療所では約 27％と普及は遅い54。 

大規模病院での電子カルテの導入効果については、多くの論文がある。北本らは、金沢

医科大学病院でカルテ運用要員 10 名以上の削減ができたと、2001（平成 13）年に報告し

ている。大橋らは、昭和大学横浜市北部病院のシステムについて、電子カルテのみ導入し

た場合は 5 年目より紙カルテの費用を下回り、放射線科情報システムなどを同時に導入す

れば、4 年目より既存システムの費用を下回ると報告している。阿部らも、新潟大学医歯

学総合病院について、総額およそ 3 億円が削減できるとの計算結果を報告している。これ

に対して、中村は、500 床・外来患者 1 日 1200 人の病院では、年間あたりの医療収入に

対する導入経費の割合は 5.2%で、一方、導入による増収は 6.5%と計算でき、ほぼ損益分

岐点付近にしかならないことが、電子カルテの導入が拡大しない理由だと指摘している。 

 

 

                                                  
54 高橋 宏幸、「電子カルテの Re-Design 構想 ～医師と患者を救う電子カルテとは～【第 1 回】

日本の電子カルテへの問題提起――「使う」から「救う」へ」、『日経デジタルヘルス』（2015） 
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1 北本正俊ほか、「電子カルテ化に伴う診療録等の管理業務の改善」、診療録管

理、13 巻 1 号、pp.15-17（2001） 

金沢医科大学病院では、診療録・診療所記録の電子化を始めたが、それに伴ってカ

ルテの管理業務が変化した。カルテの貸し出しに伴う搬送・収納、外来から入院、

入院から外来へのカルテの変換等の業務、および検査データやレポート類のカルテ

への貼付・挿入業務のほとんどが削減された。一方、電子化が不可能な書類等のス

キャナー取り込み作業が新たに生じたが、高速スキャナーにより業務は簡易なもの

となった。印刷費の削減年数百万円、カルテ運用の人件費 10 名以上削減、カルテ保

管場所の削減 216 平方メートルなどが具体的削減量である。 

 

2 大橋信子ほか、「完全フィルムレス、ペーパーレス病院の電子カルテ、RIS、

PACS の経済効果」、臨床放射線、49 巻 12 号、pp.1735-1742（2004） 

昭和大学横浜市北部病院は 2001 年開院の完全フィルムレス、ペーパーレス病院で

ある。この病院における電子カルテ、放射線科情報システム（RIS）、画像保存通信

システム（PACS）の導入効果を計測した。電子カルテの導入費用は 16 億円で、ラ

ンニングコストが 1 億 6 千万円、RIS と PACS は 5 年間の保守費用を含め導入費用

が 5 億 3 千万円で、ランニングコストは消耗品 860 万円であった。電子カルテのみ

導入した場合は 5 年目より紙カルテの費用を下回り、RIS と PACS のみでは 3 年目

よりフィルム運用の費用を下回る計算となった。また、両者を同時に導入した場合

には、4 年目より下回る計算となった。導入は医療の質と患者サービスの向上につ

ながり、実際、CT 検査では検査受付から 60 分程度で結果が得られるため、外来で

CT 検査を受けた患者の 60%が検査当日に結果説明を受けている。 

注：RIS  Radiology Information System、PACS   Picture Archiving and 

Communication System 

 

3 阿部寿和ほか、「病院情報システムの導入による病院経費の変動」、診療録管

理、17 巻 3 号、pp.33-38（2006） 

2006 年に病院情報システム更新を控えた新潟大学医歯学総合病院について、電子カ

ルテ化を含む病院情報システムの更新によって、電子カルテシステム、医事会計シ

ステム、放射線部門システム、物流管理システム、それぞれの削減可能な経費を抽

出した。電子カルテシステムでは 1874 万円、医事会計システムでは 8952 万円、放

射線部門システムでは 6087 万円、物流管理システムでは 1 億 39957 万円で、総額

およそ 3 億円が削減できると計算された。 

 

4 中村雅彦、「なぜ電子カルテの普及は進まないのか？」、月刊地域医学、20

巻 1 号、pp.15-21（2006） 

電子カルテの導入により診療情報の一元管理・共有が可能となる。チーム医療にお
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いては、医療者間における迅速な情報の流通は、診断や治療方針の決定に不可欠で

ある。しかし、400 床以上の医療機関における導入率は、2004 年 4 月時点で 11.7%

と低率である。これは、費用対効果が分かりにくいためだ。500 床・外来患者 1 日

1200 人の病院で、年間あたりの医療収入に対する導入経費の割合は 5.2%で、一方、

導入による増収は 6.5%と計算できた。システムを導入しただけでは、医師・職員に

負担増を生じ、待ち時間の増加など患者サービスの低下を招くので、導入と並行し

て診療業務の改革を進める必要がある。 

 

前述の論文 4 で、中村は診療業務改革の必要性を強調しているが、これをいっそう強調

したのが、吉川らの論文 5 である。吉川らは、電子カルテ導入を契機に多くの業務改革が

行われ、特に栄養サポートチームの活動やクリニカルパス55の活動は全国的にも評価され

るようになったと報告している。電子カルテ・病院情報システム導入の、医療サービス面

での効果を報告したのが、清水の論文 6 である。患者の情報が医師・看護師・薬剤師、ま

た他の病棟とも共有されることで、薬剤の誤投与が防止され安全性が高まったこと、病院

全体として提供するチーム医療に多大な貢献をしたことなどを報告している。これは、城

野の論文も共通で、検査施行ミスの減少、投薬についてのチェックなどで効果が認め、よ

り効果的で効率のよいチーム医療と質の高い医療が実践され、患者中心の診察に役立って

いると報告している。 

 

5 吉川宣輝ほか、「公立病院での電子カルテがもたらす費用対効果：チーム医

療を中心とする組織改革」、月刊新医療、33 巻 7 号、pp.74-76（2006） 

箕面市民病院では 2002 年から電子カルテを稼働させた。初期投資費用は 6 億円で

あった。電子カルテ導入を契機に多くの業務改革が行われ、特に栄養サポートチー

ムの活動やクリニカルパスの活動は全国的にも評価されている。電子カルテの導入

後、平均在院日数は減少し、一方、新規入院患者数は増加速度が増した。これらは、

電子カルテによって効率的な医療ができるようになった結果と分析している。DPC

の導入時には、 も医療資源を投入した、標準病名マスターに従った診断群分類を

選ばなければならず、これにも電子カルテが貢献する。 

注：DPC Diagnosis Procedure Combination（包括医療費支払制度） 

 

  

                                                  
55 一定の疾患単位で、治療の段階と 終的な到達目標に向け、 適と考えられる医療介入の内容

をスケジュール表にしたもの 



88 

 

6 清水利夫、「国際医療センターの電子カルテの現状と将来の可能性」、IRYO、

29 巻 5 号、pp.243-248（2005） 

電子カルテを導入した国際医療センターでの経験を報告した論文である。患者さん

に対する注射のオーダーが医師から看護師、薬剤師へと伝達され、その過程で、監

査や警告を実施して誤投与を防止する機能によって安全性が高まったこと、患者の

情報が他の病棟とも共有されチーム医療に多大な貢献をしたこと、電話連絡・筆記・

転記が必要なくなり大幅に業務改善がなされたことなど、論文は電子カルテの効果

を列挙している。その上で、開発費に数十億円、維持費に毎年数億円を要するとい

う負担を軽減する必要があると指摘している。また、医師がコンピュータに釘付け

になっているという状況を報告して、改善の必要性を指摘している。 

 

7 城野修志、「プライマリ・ケアにおける医事業務の効率化と経済効果--電子カ

ルテ運用と健診業務を通して」、治療、90 巻 2 号、pp.251-255（2008） 

電子カルテの導入により、効率化や経済効果があった。従来の手作業が大幅に改善

され、人的なミスが減少し安全性にも効果があった。自動で患者照合を行うことで、

検査施行ミスの減少、薬剤の相互作用チェックや禁忌薬剤のチェックなどで効果が

認められた。より効果的で効率のよいチーム医療と質の高い医療が実践され、患者

中心の診察に役立っている。個人情報の漏えいや不正利用などのセキュリティ面に

注意を払う必要があった。 

 

清水は、論文 6 で、医師がコンピュータに釘付けになっているという状況について改善

の必要性を指摘している。このことは、岡本らの論文 8 でも同様に指摘されている事項で

ある。岡本らは、医師、看護師、受付事務三者の消耗の減少に貢献する、医療秘書（医療

事務作業補助者）を導入するのが適切であると、提言している。これに対して、兵藤らは、

2008（平成 20）年の診療報酬改正で導入された医師事務作業補助を有効利用するには、電

子カルテが不可欠と指摘している。医師がコンピュータに釘付けになるのを改善するため

に医師事務作業補助者が不可欠であるが、電子カルテがなければ医師事務作業補助者は働

くことができないという意味と、二つの論文を合わせると理解できる。 

 

8 岡本牧人ほか、「大学病院における医療秘書の有用性に関する研究─電子カ

ルテ化における対応─」、北里医学、43 号、pp.51-59（2013） 

診療へのコンピュータ導入によって、入力の手間など、医師の負担が増す。これを

回避するため、医療秘書（医療事務作業補助者）を導入した効果を検証したのが本

論文である。北里大学耳鼻咽喉科外来での導入実験では、診察終了時間が 24 から

26 分短縮、患者 1 人当たりの診察時間は 1 分 13 秒の短縮、受付事務の一日の総残

業時間が平均 5.0 時間から平均 1.4 時間に減少、看護師の残業は平均 1.1 時間が 0.52
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時間に減少などの効果が出た。一方、医療秘書への報酬は入力した診療報酬請求額

の 4.5%に過ぎなかった。医師、看護師、受付事務三者の消耗の減少に貢献する医療

秘書を、目的やターゲットを絞って投入すべきと論文は提言している。 

 

9 兵藤敏美ほか、「当院でのパッケージ電子カルテシステムの維持費用と経済

効果」、月刊新医療、35 巻 7 号、pp.54-57（2008） 

千葉県済生会習志野病院ではパッケージ電子カルテシステムを導入した。現在の診

療報酬請求では、医師の診療行為に対して支払いが発生するため、電子カルテシス

テムに対する収入はほとんどない。2008 年の診療報酬改正で医師事務作業補助が導

入されたが、この作業者を有効利用するにも電子カルテは不可欠である。電子カル

テを有効利用して医師や看護師の業務負担を減らすことができるのであれば、実質

的にコスト削減につながるだろう。 

 

② 遠隔医療の効果 

遠隔医療の効果についても、いくつかの論文がある。亀井らは、慢性閉塞肺疾患の患者

に対するテレナーシングによるモニタリングと保健・看護指導の継続的提供は、安定療養

を支援でき、急性増悪時には必要な治療を速やかに行えるので、入院医療費の削減につな

がるとしている。福田らは、遠洋航海中など、船上にいる船員の健康を遠隔からモニタリ

ングし、管理するシステムの実験結果を報告している。また、山口らは、小規模病院で診

察する症例経験の少ない医師が大学病院の専門医から支援を得ることは、患者の時間的損

失や経済的負担の軽減、地域医療での専門医不足や医療格差を補えるなどの効果が期待で

きるとしている。 

 

10 亀井智子ほか、「COPD 在宅酸素療法実施者への在宅モニタリングに基づく

テレナーシング実践の急性増悪および再入院予防効果 ―ランダム化比較

試験による看護技術評価―」、日本看護科学会誌、31 巻 2 号、pp.24–33（2011）

慢性閉塞肺疾患（COPD：Chronic Obstructive Pulmonary Disease））の患者を対

象とした在宅酸素療法の実施者 37 名を、介入群 20 名（平均年齢 76.0 歳）、対照群

17 名（77.7 歳）に無作為に割り付け、介入群には毎日テレナーシングを提供し、対

照群は従来の診療のみとした。介入群は急性増悪発症者が 32.9%減少し、発症まで

の日数は有意に長く、急性増悪発症回数は介入群のみ有意に減少した。再入院回数

は介入群のみ有意に減少し、生存分析では急性増悪について両群間に有意差が認め

られた。急性増悪による入院医療費は 1 回 68 万円といわれる。テレナーシングによ

るモニタリングと保健・看護指導の継続的提供により安定療養が支援でき、急性増

悪時には必要な治療を速やかに行えるよう医療機関と連携を図ることができる。そ

れゆえ、テレナーシングは入院医療費の削減につながる、と論文は考察している。
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11 福田直子ら、「船上の健康管理を目的とした遠隔医療の実験」、日本航海学会

論文集、125 号、pp241-247（2011） 

乗船中の船員の健康状態について血圧、体温、活動量、体重、体脂肪率などをモニ

タリングするとともに、テレビ会議システムを用いて船員と陸上にいる医師との面

接を実験した。船上における健康管理は衛生担当者の役割であるが、保健指導や健

康相談はむずかしく、陸上からの専門家による支援が望ましい。本実験の結果を踏

まえて、さらによい、船上での健康管理システムの構築を進めるべきである。 

 

12 山口亨ほか、「地方病院における眼科遠隔医療システムの有用性」、日本遠隔

医療学会雑誌、10 巻 2 号、pp.149-151（2014） 

遠軽厚生病院眼科は、旭川医科大学病院で手術した後の患者の術後診療などのため

に、旭川医大と遠隔診療システムを接続し、リアルタイムで診療支援を得た。症例

経験の少ない医師が大学病院の専門医から支援を得ることで、遠軽厚生病院眼科で

の治療が継続可能になった。地元で専門的治療を継続できれば、患者の時間的損失

や経済的負担の軽減、地域医療での専門医不足や医療格差を補えるなどの効果が期

待できる。 

 

③ 地域内連携の強化 

診療所と病院が連携して地域医療を提供する方向に行政のかじが切られている。これに

関して、辻らは、在宅健康管理システムを中心として、医療・保健・介護を一つのネット

ワークに統合してサービスを提供することで、サービスの質や水準が向上し、効率的な利

用が可能になるとの見解を表明している。佐々木らは、複数の診療所が生活習慣病の指導

を支援するシステムは、1 時間に一人以上の患者が来院する診療所では導入効果があると

のシミュレーション結果を発表している。 

 

13 辻正次ら、「高齢化社会における医療・保健・介護のネットワーク構築と連

携：在宅健康管理システムを中心とする地域社会の情報共有」、生活経済学

研究、16 号、pp.243-251（2001） 

在宅健康管理システムを中心として、医療・保健・介護を一つのネットワークに統

合して、サービスを提供することで、サービスの質や水準が向上し、効率的な利用

が可能になる。この論文では、無医村に近い群馬県南牧村と、総合病院が存在する

香川県寒川町の事例を取り上げて比較分析することで、行政における医療・保険と

介護の連携の必要性、住民利用者間ネットワークのあり方などを論じている。 
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14 佐々木淳ほか、「生活習慣病指導支援システムの導入効果に関する検討」、医

療情報学、26 巻 1 号、pp.13-21（2006） 

複数の診療所がネットを介して共用する、血液化学検査データの一括入力・グラフ

化機能、療養計画書の自動作成機能などを有する、生活習慣病指導支援システムの

概要と導入効果について、本論文は記述している。単位時間あたりに診察できる患

者数が増えることで年間収益が上がり、それがシステム導入に伴う年経費を上回れ

ば経済効果がある。実験とシミュレーションの結果、1 時間に一人以上の患者が来

院する診療所ではシステム導入効果があることが確認された。また、システムの導

入により生活習慣病の指導診察時間が大幅に短縮されるため、患者の待ち時間も短

縮されることが確認された。 

 

中村は、地域医療情報ネットワークを構築する以前には、中核病院とその他の医療関係

機関は患者の獲得をめぐって競争関係にあったが、導入後は協調関係に変わる必要があり、

当該ネットワークへの参加率を高めるためには、地域医師会や地域薬剤師会といった利害

団体による協力が必要になると指摘している。確かに、地域内にある多数の診療所と中核

病院の間で EHR を共有する地域 EHR を展望すれば、地域医師会や地域薬剤師会などの協

力は不可欠である。 

地域医療制度について学会をリードする一人である松田は、「医療の可視化と病院経営」

と題する連載で、地域包括ケア、地域医療計画、地域医療構想など、医療に関する計画化

プロジェクトを、実行性を持つものとして進めるためには、地域における医療・介護・予

防・生活に関する情報が一元的に分析できる仕組みの実装が必要だと主張している。また、

柴田は岩手県の地域医療についての実態調査をもとに、地域医療においては住民参加・地

域協働など住民の役割が重要であると主張している。埴岡は医療の質を向上させる取り組

みにおける情報の重要性を強調したうえで、医療提供者、政策立案者、患者、医療保険者

それぞれの役割を提案している。 

 

15 中村努、「地域医療情報ネットワークにおける情報技術の構築と受容過程」、

経済地理学年報、55 巻 2 号、pp.150-167（2009） 

地域医療情報ネットワークを構築する以前には、中核病院とその他の医療関係機関

は、患者の獲得をめぐって競争関係にあった。一方、導入される段階においては、

これを主導した地域中核病院は、地域医療情報ネットワークの維持・運用費といっ

た技術的・経済的問題だけではなく、自らが果たそうとする機能や他の機関との関

係をふまえて、当該ネットワークの空間スケールを設定する。当該ネットワークへ

の参加率を高めるためには、地域医師会や地域薬剤師会といった利害団体による協

力が必要になる。情報技術は競争から協調にいたる医療機関間の関係を支える役割

を果たす。情報技術は地理的距離とは無関係に受容されるわけではなく、社会関係
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との相互作用を通じて、県や二次医療圏の一部といった特定の地域における一部の

医療関係機関に受容されていく。 

 

16 松田晋哉、「連載 医療の可視化と病院経営」、病院、74巻 1号から 8号（2015）

地域包括ケア、地域医療計画、地域医療構想など、医療に関する計画化プロジェク

トが目白押しであるが、情報がなければこれらの計画は実行性を持つものにはなら

ないと、連載は医療の可視化の重要性を説いている。連載第 4 回では、地域で医療・

介護・予防・生活支援に関する情報が一元的に分析できる仕組みの実装が必要だと

主張している。これは、複合的な医療介護ニーズを持った高齢者が地域にどのくら

い存在し、どのくらいの確率で救急搬送され、何か予防策があるのであればその効

果はどの程度か、といった具体的な数字が対策を進めるために不可欠だからである。

著者が開発した医療介護総合分析システムは、医科・調剤レセプトと介護レセプト

を、暗号化した個人台帳を基に連結し、さらに、介護予防事業・生活支援事業参加

者情報、基本チェックリスト、日常生活圏域ニーズ調査の結果などと連結して総合

的に分析できる仕組みである。このほか、傷病構造推計ツール、病床機能別病床数

簡易推計ツール、DPC データによる急性期医療分析ツール、DPC データによる病

院アクセス評価資料、消防庁データによる救急医療分析ツールなどを開発し、各都

道府県に配布している56。 

 

17 柴田但馬、「岩手の地域医療における住民参加の実態と課題（I）」、総合政策、

16 巻 1 号、pp.35-52（2014） 

岩手県を主たるフィールドにして、地域医療・公立病院等における住民の役割、と

りわけ住民参加・地域協働の実態を明らかにし、岩手モデルを展望した。岩手モデ

ルの可能性は、当面、県内の一部の地域で実践されているケース、すなわち「交流

型」を全県レベルに拡大すれば、大いに高まる。何よりも「医療機関と住民、行政

を『つなぐ』こと」「住民が同じ住民に対して働きかけること」を共有、実践する必

要がある。（I）には、岩手県を中心に他県も含め地域医療への住民参加の先行事例

が多数紹介されている。 

 

18 柴田但馬、「岩手の地域医療における住民参加の実態と課題（II）」、総合政策、

16 巻２号、pp.211-222（2015） 

論文の目的は（I）と同一であり、先行事例の紹介を更に加えたうえで、「医療機関

と住民、行政を『つなぐ』こと」「住民が同じ住民に対して働きかけること」を共有、

実践する必要があると強調している。 

 

  

                                                  
56 DPC については、本章(4)③で説明する。 
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19 埴岡健一、「医療の質と情報」、『医療政策集中講義』、pp.133-154（2015、

医学書院） 

情報によって医療の質を向上させる営みの主体は医療提供者であり、政策立案者も

後押しすべきであるが、ほかの立場にも役割がある。患者は「医療提供者のデータ

作成を支援する」「情報の収集と開示を促進する政策を提言する」「データと政策の

勉強会を開催する」ことができる。医療保険者は「レセプトデータを軸に組織内外

のデータを連結して医療の質に関するデータを公開する」「医療消費者の代理人とし

て患者が求める情報の整備・提供を行う」「医療コストの低減のみならず、医療の質

の向上を図る」などができる。 

 

④ 健康経営の推進 

健康経営の経済的、経営的な効果に関する論文は少ない。植田は、会社への自発的貢献

度が高い企業と低い企業では、営業利益率に 3 倍の違いがあるということがわかってきた

という米国の研究を紹介して、従業員が自らの成功と企業の成功を目的に、自らの意思で

健康管理と企業の業績向上を目指す、ウィルカンパニーに転換する必要性を主張している。 

 

20 植田真司、「日本の労働生産性向上のためのウィルカンパニーに関する考

察」、大阪成蹊大学紀要、1 号、pp.9-30（2015） 

日本人は勤勉といわれているが、労働生産性は低い。指示された業務を行うだけで

なく、従業員が自らの成功と企業の成功を目的に、自らの意思で健康管理と企業の

業績向上を目指すウィルカンパニーに転換する必要がある。会社への自発的貢献度

が高い企業と低い企業では、営業利益率に 3 倍の違いがあるということがわかって

きた。 

 

（4）ビッグデータ解析に関連する研究成果 

① 介護予防に関する知見の創出 

前節論文 16 で、松田が地域包括ケアなどを進めるには、地域における医療・介護・予防・

生活に関する情報が一元的に分析できる仕組みが必要と指摘していることを説明した。 

これに関連することであるが、一定の地域の中で、長期間、同じ対象者を観察し変化を

記録し続けること（学術的にはコホート研究という）で、どのような生活要因が認知症に

つながっているのかが次第に明らかになってきている。 

武田らは、老人保健法における基本健康診査の受診者を対象とした研究で、男性では貧

血と高血糖、女性では喫煙が死亡リスクと要介護認定リスクの両方に関係していることか

ら、健康寿命との密接な関係を示唆した。低栄養の影響を調べたのが、東口らの研究であ

る。介護保険認定および死亡リスクが高く指導が必要となる、血清アルブミン値の基準値
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を 3.8g/dL とすることが妥当であるという。一方、森崎らは口腔機能に注目した。そして、

在宅要支援および要介護高齢者の包括的栄養状態は、嚥下機能や口唇閉鎖力と有意に関連

していることを明らかにした。 

 

21 武田俊平、「基本健康診査受診者の 14 年後の死亡リスクと要介護リスクに関

するコホート研究」、厚生の指標、54 巻 15 号、pp.17-22（2007） 

老人保健法における基本健康診査の受診者 3224 名について、14 年後の死亡リスク

と要介護リスクのロジスティック回帰分析を実施した。男性では高齢・喫煙・貧血・

高血糖が、女性では、高齢・喫煙が死亡に有意に関係した。男性では高齢・貧血・

高血糖が、女性では高齢・喫煙・尿蛋白陽性が要介護に有意に関係した。高齢を除

くと、男性では貧血と高血糖、女性では喫煙が死亡と要介護認定の両方に関係して

いることから、健康寿命との密接な関係が示唆された。 

 

22 東口みづかほか、「低栄養と介護保険認定・死亡リスクに関するコホート研

究：鶴ヶ谷プロジェクト」、日本公衛誌、55 巻 7 号、pp.433-439（2008） 

介護保険認定および死亡リスク予測の観点から、血清アルブミン値を特定高齢者の

決定基準として用いる場合の基準値の妥当性を検討した。仙台市宮城野区鶴ヶ谷地

区の 70 歳以上住民 832 人を対象として、3 年間の追跡調査で、介護保険認定者 111

人、死亡者 33 人を確認した。介護保険認定および死亡リスクは、血清アルブミン値

3.5g/dL から 4.0g/dL の基準値すべてで有意に上昇した。該当率および感度、特異度

の点から、血清アルブミン値 3.8g/dL を基準値とすることの妥当性が示唆された。

 

23 森崎直子ほか、「在宅要介護高齢者の栄養状態と口腔機能の関連性」、日本老

年医学会雑誌、52 巻 3 号、pp.233-242（2015） 

在宅要支援および要介護高齢者 218 名を対象に栄養状態と口腔機能の関連性を調査

した。その結果、在宅要支援および要介護高齢者の包括的栄養状態は、嚥下機能や

口唇閉鎖力と有意に関連していることが明らかになった。口腔機能の維持・向上が

低栄養リスクを低減させる可能性があることが示唆された。 

 

高齢者の日常行動に注目した研究も多く実施されている。竹田らは、男性で園芸的活動、

女性でスポーツ的活動を趣味として行っている者に要介護認定されるものが少ないことを

見出し、認知症の介護予防政策では、健康行動以上にこれらの因子に着目する重要性が示

唆されたとしている。牧迫らも、林らも、歩行速度が日常生活行動の低下予防のための介

入を検討する際の指標になることを見出している。一方、斎藤らは、社会的・余暇的活動

への関わり方には性差と地域差があることを明らかにし、これらの特徴を踏まえた、高齢

者の活動推進のための具体的手法開発が重要であるとしている。運動機能以外に注目した

研究も実施されており、清野らは、ミニメンタルステート検査（MMSE：Mini-Mental State 
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Examination）の検査結果に基づく介護予防の必要性を説いている。一方、谷口らは MMSE

によって、認知機能の低下が評価できることを明らかにした。 

 

24 竹田徳則ほか、「地域在住高齢者における認知症を伴う要介護認定の心理社

会的危険因子：AGES プロジェクト 3 年間のコホート研究」、日本公衛誌、

57 巻 12 号、pp.1054-1065（2010） 

認知症を伴う要介護認定の心理社会的な危険因子や認知症予防につながる趣味の種

類を明らかにする研究を実施した。全自立の 9720 人、平均年齢 72.8±6.0 歳（男性

4614 人、女性 5106 人）を 3 年間追跡した。3 年間に認知症を伴う要介護認定は 330

人（男性 139 人、女性 191 人）で、その認定率は、11.3/1000 人年であった。認知

症を伴う要介護認定を予測する因子として男女共通に有意であったのは、物忘れの

自覚「あり」手段的自立 4 点以下、男性では、独居、主観的健康感「よくない」、仕

事「なし」、知的能動性 3 点以下、園芸的活動「なし」、女性では、スポーツ的活動

「なし」であった。心理社会的状態や生活機能が良好な者、趣味の種類では男性で

園芸的活動、女性でスポーツ的活動を行っている者で認知症を伴う要介護認定が少

なかった。認知症の介護予防政策では、健康行動以上にこれらの因子に着目する重

要性が示唆された。 

注：AGES Aichi Gerontological Evaluation Study（愛知老年学的評価研究） 

 

25 牧迫飛雄馬ほか、「後期高齢者における新規要介護認定の発生と 5m 歩行時

間との関連：39 ヵ月間の縦断研究」、理学療法学、38 巻 1 号、pp.27-33（2011）

要介護認定を受けていない 75 歳以上の地域在住高齢者 190 名を対象と、ベースラ

イン調査として 5m 歩行時間（通常速度）を測定し、以降 39 ヵ月間の要介護認定発

生状況との関連を調べた。39 ヵ月間で 34 名（17、9％）が新規に要介護認定を受け

たが、5m 歩行時間遅い群では、それ以上に速い歩行速度を有する群（1 と比べて有

意に高い要介護認定発生率を認めた（p＜0.01）。 

 

26 林悠太ほか、「通所介護サービスを利用する要介護高齢者の ADL 低下に関連

する運動機能：大規模データを用いた検討」、理学療法学、40 巻 6 号、

pp.407-413（2013） 

通所介護サービスを利用する要介護高齢者 2695 名を対象として、日常生活活動

（ADL：Activities of Daily Living）を評価した。自立群、要介護の軽度群、要介

護の重度群について運動機能を比較したところ、要介護高齢者では歩行速度が ADL

と強い関連を示しており、介入を検討する際には、ADL 低下予防が重要視すべき機

能であることが示唆された。 
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27 斎藤民ほか、「高齢者の外出行動と社会的・余暇的活動における性差と地域

差 JAGES プロジェクトから」、日本公衆衛生雑誌、62 巻 10 号、pp.596-608

（2015） 

全国大規模データ（103621 名）を用いて自立高齢者における外出行動や社会的・余

暇的活動の性別・地域別の特徴を把握した。その結果、男性高齢者は定期的なグル

ープ活動参加や友人交流といった活動では女性よりも不活発な傾向がみられるもの

の、外出や就労、趣味活動は女性よりも盛んで全体的には女性と比べて決して不活

発ではないこと、大都会地域など都市部では、閉じこもりが少なく趣味活動が比較

的盛んな半面、就労や団体・会への参加、友人との交流が少ない傾向があることな

どが明らかになった。これらの特徴を踏まえた、高齢者の活動推進のための具体的

手法開発が重要であることが示唆された。 

 

28 清野諭ほか、「群馬県草津町における介護予防 10 年間の取り組みと地域高齢

者の身体、栄養、心理・社会機能の変化」、日本公衆衛生雑誌、61 巻 6 号、

pp.286-298（2014） 

群馬県草津町と東京都健康長寿医療センター研究所は、共同して過去 10 年間介護予

防研究事業を実施し、これにより地域高齢者の健康余命が延伸し介護保険認定率が

低下したことを確認した。男性では身体機能が、女性では身体機能に加えて MMSE

や高齢者用うつ尺度（GDS：Geriatric Depression Scale）短縮版、社会的役割とい

った心理・社会的機能が 10 年間で有意に向上した。同町で健康余命の延伸や介護保

険認定率の低下がみとめられた背景には、同町高齢者の機能的健康度の向上がある

ことが示唆された。 

 

29 谷口優ほか、「Mini-Mental State Examination により評価した認知機能低

下と将来の要介護発生との関連」、日本老年医学会雑誌、52 巻 1 号、pp.86-93

（2015） 

65 歳以上の解析対象者 773 名について MMSE（Mini-Mental State Examination）

を実施した。MMSE 得点の年平均変化量が 0.5 点以上の低下の場合に将来要介護認

定が発生するリスクが約 2 倍、年平均変化量が 2 点以上の低下ではリスクが 3 倍以

上高くなることを明らかにした。認知機能低下の定義には、MMSE 得点の年平均変

化量が 0.5 点以上の低下を用いることが有効であることが示唆された。 

 

② 治療成果の検証と EBM の推進 

病気に対する多様な治療方法の効果を検証したり、それに基づいて診療報酬制度上の課

題を指摘したりしている論文がある。 

伊勢らは、胃がんのため胃を切除した患者を対象に、術後感染症の阻止効果を二種類の

抗菌薬 CEZ と SBT/ABPC について比較し、通常は抗菌薬 CEZ が、一方、重症が予想さ
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れる場合は他の抗菌薬の費用対効果が高いことを明らかにした。中村らは、脳卒中後の深

部静脈血栓症などの発生と予後に関するモデルを構築し、弾性ストッキングによる予防法

が医療経済的な視点から妥当であるという論文 31 を発表している。福田は、感染制御方策

の費用対効果の検証に活用する目的で、胃手術後の手術部位感染の発症による入院期間と

費用の増加分を分析した論文 32 を発表している。坂井らは、高齢者の脊髄損傷患者は合併

症も多く人手が必要であるが、診療報酬が低いために、入院を継続しにくい状況にあると

指摘している。 

 

30 伊勢雄也ほか、「クリニカルパス適用胃切除患者における Cefazolin（CEZ）

と Sulbactam/Ampicillin（SBT/ABPC）の術後感染発症阻止効果並びに費

用対効果の比較」、藥學雜誌、124 巻 11 号、pp.815-824（2004） 

胃癌のため胃切除又は胃全摘術がクリニカルパスを用いて施行された患者 157 名を

対象として、術後感染症の阻止効果を CEZ 投与群と SBT/ABPC 投与群で比較した。

その結果、費用対効果比は CEZ 投与群では 22545、SBT/ABPC 投与群では 29355

であり、術後に CEZ を投与した方が抗菌薬費用対効果はよいことが示唆された。し

かしながら、重症化し 2 回目以降の治療が行われたシナリオにおいては、CEZ 投与

群は倍近く抗菌薬費用がかかるため、感染症が特に重傷となると予想される症例に

は SBT/ABPC を投与した方がよい。 

 

31 中村真潮ほか、「脳卒中後における深部静脈血栓症予防の医療経済分析」、心

臓、39 巻 11 号、pp.975-983（2007） 

脳卒中後の深部静脈血栓症（DVT：Deep Vein Thrombosis）などの発生と予後に関

するモデルを構築し、弾性ストッキングによる DVT 予防法などに対する医療経済分

析を行った。弾性ストッキングの DVT 予防の評価では、「予防なし群」と「弾性ス

トッキング予防群」の比較とした。予防なし群に対する弾性ストッキング予防群の

1 生存年延長あたりの追加費用は、出来高による医療費計算の場合は男性、女性で

それぞれ 36257 円、28608 円であった。DPC による一日定額支払い方式の場合は

男性、女性とも費用削減となる結果を得た。脳卒中後の患者に対する弾性ストッキ

ングによる DVT 予防は医療経済的な視点から妥当なものであると考えられた。 

 

32 福田治久、「JANIS/DPC 統合データベース構築による胃手術における手術

部位感染発生による追加的医療資源の推定」、日本環境感染学会誌、27 巻 6

号、pp.389-396（2012） 

2007 年 7 月から 2010 年 12 月の間に 6 病院において胃手術を実施した 857 症例で、

手術部位感染（SSI：Surgical Site Infection）が 42 症例発生した。SSI 発生による

術後在院日数の延長および術後医療費の増加は、表層切開創 SSI では 6.6 日および

206 千円、深部切開創 SSI では 12.8 日および 398 千円、臓器/体腔 SSI では 18.3 日
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および 1021 千円と推定された。本推定値は、感染制御方策の費用対効果の検証に

活用可能である。 

注：JANIS Japan Nosocomial Infections Surveillance 

 

33 坂井宏旭ほか、「高齢者の脊髄損傷－疫学調査、脊髄損傷データベース解析、

脊髄損傷医療の課題－」、Monthly book medical rehabilitation、181 号、

pp.9-18（2015） 

脊髄損傷で入院した患者 54 名の入院期間と 1 日当たり医療費は、頸髄損傷群では

283 日・31617 円、胸腰損傷群では 228 日・34096 円であった。より麻痺の少ない

一般脊椎病棟での 1 日当たり医療費は 57697 円であり、人手が必要な麻痺の強い患

者の診療をどうやって維持していくのか、大きな疑問である。高齢者の脊髄損傷患

者は合併症も多く人手が必要であるが、診療報酬が低いために、入院を継続しにく

い状況にあることが推察された。 

 

これらの治療効果の検証などに関する論文は、根拠に基づく治療 EBM に利用されるだ

ろう。一方で、精神の状態が関わる病気では、EBM に加えて、対話に基づく治療（NBM：

Narrative Based Medicine）の必要性が指摘されている。横山らは摂食障害治療について、

金沢らは過敏性腸症候群について、EBM と NBM の併用の必要性を指摘する論文 34 と 35

をそれぞれ発表している。 

 

34 横山祐子ほか、「摂食障害治療の EBM と NBM」、心身医学、55 巻 1 号、

pp.19-25（2015） 

多くの分野で EBM の必要性が強調されている。一方で、精神保健は、語りと傾聴、

つまり NBM が治療に効果的であると認められる分野であり、EBM とのバランスの

とれた共存が不可欠な分野である。本論文では、摂食障害治療における NBM の意

義を心的リアリティおよび治療的自己の観点から考察し、個人に対する行動認治療

法と対人関係療法、薬物療法といった EBM と同時に使う意義について考察した。

 

35 金澤素ほか、「過敏性腸症候群治療の EBM と NBM」、心身医学、55 巻 1 号、

pp.14-18（2015） 

過敏性腸症候群患者に対する治療方針の選択にあたっては、EBM と NBM を利用で

きる。EBM の考え方では、メタアナリシスをはじめとしたエビデンスレベルの高い

臨床研究成果に基づいて有効性が高い治療法を優先的に選択する。NBM の考え方

では、患者の病態仮説に応じて個々に治療方針を決定する。過敏性腸症候群患者の

訴えは病態の一部を示しているだけで、全体像の中の氷山の一角にすぎないことが

多い。このため、EBM と NBM を互いに補完することによって、さらに改善を導き

やすい治療法を選択できるだろう。 
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③ 包括医療費支払制度（DPC）の効果 

医療費の抑制と医療の質の向上を両立させるため、DPC が導入されてきた。河口は、供

給者誘発需要を抑制するために、医療保険の支払い方式をより包括的な方法に変更するの

が有効と指摘している。厚生労働省の調査から、DPC 病院のほうが患者の平均在院日数が

短いとの統計分析結果が発表されている。 

 

36 河口洋行、「第 4 章 病床規制はなぜ維持されたのか」『医療の経済学 第 3

版』（2015、日本評論社） 

供給者誘発需要がある国の医療政策にとって重要な問題であるならば、政府の規制

は選択肢の一つになる。供給者誘発需要が起きやすい環境として、医療保険が出来

高払い方式であること、医療サービスが超過供給の状態にあること、医療サービス

に対する監視が弱いことなどがあげられる。対抗策として、供給者誘発需要の起き

にくい環境を整備することも可能で、たとえば医療保険の支払い方式をより包括的

な方法に変更したり、医療サービスに対する監視を強化したりすることが考えられ

る。 

 

37 厚生労働省、「一般病床」の現状について、社会保障審議会医療部会急性期医療

に関する作業グループ（2012 年 1 月 26 日提出） 

全病院の一般病床に入院する患者の平均在院日数は約 18 日である。このうち、DPC 対

象病院の一般病床に入院する患者の平均在院日数は約 15 日であり、病院全体に比べて

3 日短い。 
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河合らは、DPC 病院でジェネリック医薬品が導入されることによるコスト削減額がおよ

そ 1 億円で、明らかな治療効果の低下やアクシデントは起こらなかったとしている。斎藤

らは、DPC 病院では病棟における薬剤師の業務が重要であり、薬剤師が積極的に薬物療法

に関わることで医師業務の軽減と医療の質を上げることができると、具体的数値をもとに

した論文を発表している。 

 

38 河合優ほか、DPC 病院におけるジェネリック医薬品を導入する際の経済効

果と問題点」。ジェネリック研究、5 巻 1 号、pp.27-31（2011） 

DPC 病院は、医療資源の効率化と医療の質の確保の両面から、ジェネリック医薬品

（GE：GEneric Medicine）を導入する。名古屋記念病院では、院内の決定プロセ

スを経て 120 品目の GE を導入した。2009 年度、2010 年度の GE 購入費は 8349

万円、7601 万円で、全薬品購入費の 7.0%と 6.4%であった。先発品と比較してのコ

スト削減額は、9905 万円、1 億 2276 万円であった。重篤な副作用の疑いで 1 品目、

類似名称で 1 品目を先発品に戻したが、明らかな治療効果の低下やアクシデントは

起こらなかった。 

 

39 斎藤寛子、「DPC 制度における医療の質の向上と経済効果」、医療アドミニ

ストレーター、47 巻 4 号、pp.29-36（2014） 

病棟における薬剤師の業務が重要であることが認識され、DPC 病院では病棟薬剤師

業務実施加算が新設された。その後、愛知医科大学病院では、集中治療室（ICU）

で、患者の滞在日数が 2.1 日減・薬剤費 61858 円減（年間 4800 万円）、円滑なジェ

ネリック薬品の選択（1200 万円）、診療の質を担保したうえでの薬剤費節減（74 万

円）、持参薬使用（3000 万円）、などの効果が確認された。病棟業務はチーム医療で

あり、医師が治療のリーダシップを取り、薬剤師が薬物療法に責任を持ち、看護師

がケアに責任を持てば、患者に良質な医療が提供できる。薬剤師が積極的に薬物療

法に関わることで、医師業務の軽減と医療の質を上げることができる。 

 

DPC 病院で取得できる DPC データはマネジメントツールとしても有益である。吉本ら

は、脳腫瘍に対する医療について、DPC データを用いることで悉皆性のあるデータ解析が

可能になったと報告している。本野らは、DPC データは自院で行われている医療の実態を

客観的に明示してくれる情報であり、患者満足度とともに医療の質を評価するための重要

なツールであると主張している。桐野は、病院に蓄積する大量のデータを注意深く維持し、

データセットとして有効に利用することがますます重要になっているとして、国立病院機

構の実践を紹介している。 

  



101 

 

40 吉本幸司ほか、「脳腫瘍に対する医療の可視化」、脳神経外科ジャーナル、24

巻 10 号、pp.693-698（2015） 

脳神経外科疾患の治療で入院した患者について、2013 年 4 月からの 1 年間の DPC

データを収集し、計 50 万の患者データの解析を行った。原発性悪性脳腫瘍 6142 例、

転移性脳腫瘍 2538 例、下垂体腫瘍 2043 例などを抽出することができた。悪性脳腫

瘍に着目して、原発性悪性脳腫瘍患者 1564 例、転移性脳腫瘍患者 1072 例について

手術治療以外の治療内容について検討した。たとえば、原発性悪性脳腫瘍患者では、

手術のみが 640 例で、手術と放射線・化学療法の併用が 609 例であった。DPC デ

ータを用いた悉皆性のあるデータ解析は脳腫瘍医療の可視化にも役立つ。 

 

41 本野勝己ほか、「マネジメントツールとしての DPC データ」、病院、75 巻 1

号、pp.22-26（2016） 

医療機関の経済活動は診療行為による対価によって成り立っているものである。

DPC データは自院で行われている医療の実態を客観的に明示してくれる情報であ

り、患者満足度とともに医療の質を評価するための重要なツールである。DPC デー

タを活用することで診療プロセスが可視化され、業務改善につながる。DPC データ

を評価することにより診療プロセスを見直し、効率化を図ることが可能である。 

 

42 桐野高明、「病院のデータマネジメント」、病院、75 巻 1 号、pp.18-21（2016）

病院に蓄積する大量のデータを注意深く維持し、データセットとして有効に利用す

ることがますます重要になっている。データは正確で、形式や構造が標準化され、

検索が可能である必要があるが、それをデータベースとして維持していくことは容

易ではない。国立病院機構では、DPC データやレセプトデータを全病院から収集し、

1 つのデータベースとして集積している。これを利用して、臨床指標や各病院の診

療分析レポートを毎年計測し、公開している。 

 

DPC 病院におけるデータを基にしたマネジメントは、医療改革を進めるのに貢献する。

中島は、医療に存在する社会問題を解決するために、医療ビッグデータはさまざまに活用

されると主張している。この考え方は、後藤が強調する医療費の公的負担に対する価値判

断にも利用されていくだろう。 

 

43 中島直樹、「ビッグデータとは何か？」、脳外誌、24 巻 10 号、pp.664-671

（2015） 

医療ビッグデータは個人に紐づくデータ項目が多く、ディープデータとも呼ばれる。

医療に存在する社会問題を解決するために、医療ビッグデータはさまざまに活用さ

れるであろう。たとえば、超少子高齢化社会の到来による保険/医療/福祉の需要、社
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会保障費増大に対する効率化、適正化、および医療・介護者の負担軽減である。デ

ィープデータ解析はまだ十分成熟しているとはいえず、今後の情報学と医学のコラ

ボレーションが重要である。保健医療分野で使用可能な ID の配布、および医療情報

関連の個人情報保護法の整備の実施によって、医療ビッグデータ時代が幕を開ける

であろう。 

 

44 後藤励、「医療に対する社会的価値判断：何を保険診療で支払っていくべき

か？」、研究技術計画、30 巻 1 号、pp.55-67（2015） 

医療技術について評価し、公的なサービスで賄うかを判断するのが医療技術評価

（HTA：Health Technology Assessment）である。治療成績を科学的に検証して、

その結果に基づいて治療選択を行うEBMという考え方は1990年代になって確立し

た。医師は臨床研究の結果を集め、それらを組み合わせて合理的に判断することが

求められる。新技術は効果が高いが圧倒的に費用がかかる場合には、旧技術を甘受

し、公的医療費の増大を防ぐ判断も必要になる。判断の根拠が費用対効用の分析だ

が、効果指標を生存年とするのではなく、質調整生存年（QALY：Quality Adjusted 

Life Year）とするという考え方が生まれた。費用と効果のトレードオフについては、

増分費用効果比で評価することになり、たとえばイギリスの HTA 機関は増分費用効

果比の閾値を 2 から 3 万ポンドとしている。 

 

（5）データの民間活用 

① 生命保険のリスク評価への活用 

ヘルスケア分野におけるデータ活用について調査した過程で、顧客が契約時に開示する

身長・体重・喫煙などの健康情報と、後年の入院・死亡などとの関係について、生命保険

各社が多くの調査研究を実施していることがわかった。いずれも、サンプル数は 100 万を

超え、ビッグデータ解析に相当する膨大なデータの分析研究である。 

松浦らが注目したのは体格および血圧で、軽度肥満であっても入院発生指数を悪化させ

るが、死亡指数では軽度肥満はむしろ良好な値を示すことなどを明らかにしている。横山

は、体格と血圧の複合欠陥が死亡指数にどのような影響を及ぼすのか調べた。そして、狭

長体（細身の人）かつ高血圧は死亡リスクが高いという結果を明らかにしている。白水は、

量において生命保険データは勝っているとして、肥満者は優位に高い心電図虚血所見を認

めることなどの分析結果を出している。清水は、生命保険契約が、降圧治療中患者への査

定でリスクを過大評価しているという問題を指摘している。宮副は、若年者を対象とする

要介護保障に関しては、脳卒中（脳血管疾患）の発症リスクを主眼に評価すべきであると

いう論文 49 を発表している。 
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45 松浦利津ほか、「体格および血圧が死亡率、入院発生率に与える影響につい

て」、日本保険医学会誌、97 巻、pp.42-46（1999） 

昭和 61 年度から平成 8 年度までの標準体契約（主契約数 23 百万、入院医療特約 21

百万）について、体格 3 区分および血圧 3 区分別の死亡指数ならびに入院発生指数

を、平成 2 年度から平成 8 年度まで観察し、体格および血圧が死亡率と入院発生率

に与える影響の差異について検討した。その結果、（1）肥満の場合、軽度肥満であ

っても入院発生指数を悪化させるが、死亡指数では軽度肥満はむしろ良好な値を示

すこと。（2）高血圧の場合、死亡、入院発生率ともに、境界高血圧のレベルから指

数の悪化を認めること。（3）肥満と高血圧が量った場合の死亡指数および入院発生

指数は、肥満単独および高血圧単独のリスクを累加したものよりも低い値を示すこ

となどが明らかになった。 

 

46 横山哲、「体格および血圧の複合欠陥の死亡指数に及ぼす影響－特に狭長体

かつ高血圧での死亡指数上昇について－」、日本保険医学会誌、98 巻、

pp.107-117（2000） 

体格と血圧の複合欠陥が死亡指数にどのような影響を及ぼすのかを、被保険者集団

（1381 万件）を対象に調べた。高血圧群では、男性では体格指数（BMI：Body Mass 

Index）区分のすべてにおいて正常血圧群に比し死亡指数が上昇し、とくに狭長体お

よび高度肥満群において死亡指数の上昇が著明で、体格による U 字型の死亡指数の

カーブが増強された。また、高血圧群では、正常体格よりも軽度肥満のほうで死亡

指数が低くなった。一方、女性では、高血圧群の死亡指数の上昇は狭長体で見られ

たが、正常体格および肥満での死亡指数の悪化の影響は明らかではなかった。狭長

体かつ高血圧での死亡指数の上昇を、その影響が も大きな男性 30〜59 歳を対象

として死因分析をしたところ、心疾患や脳血管疾患のみならず、自殺、事故死、肝

硬変およびその他の病死において、狭長体かつ正常血圧群よりも、死因によっては

3 倍以上の高い死亡指数を示した。これらの所見は、狭長体かつ高血圧に注目する

ことにより、危険選択上有用な手段となりうることを示唆する。 

 

47 白水知仁、「生命保険から見た肥満」、日本保険医学会誌、107 巻 2 号、

pp.109-128（2009） 

生命保険の加入時データが、後でどのような病気につながっていくかを、膨大なデ

ータを用いて解析した。個々のデータは臨床データに劣るが、量において生命保険

データは勝っている。その結果、肥満者は優位に高い心電図虚血所見を認めること、

BMI23 前後を境にやせ過ぎ、太り過ぎは入院発生率が高まること、女性では肥満と

ともに新生物による入院発生指数が高くなること、循環器系疾患でも BMI 上昇とと

もに入院発生率は高くなり、30 を超えると 2 倍近い水準に達することなどが明らか

になった。 
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48 清水宏一、「高血圧症における死亡・入院リスクの分析一血圧治療中の患者

をいかに査定すべきか？一」、日本保険医学会誌、110巻1号、pp.39-60（2012）

高血圧症は加齢と共に増加し、70 歳以上の人口の過半数は降圧剤を内服している。

顧客の高齢者層へのシフトを考慮すると、この集団に対する引受査定の重要性は大

きい。2001〜2009 年度死亡保障・医療保障新規契約者のうち、新契約時に血圧値

の確認が可能であった契約（179 万件）を対象とした。死亡リスクに関しては血圧

治療群のリスクが有意に低く、−20 点程度の美点評価が適切と考えられた。降圧治

療中患者への現在の査定はリスクを過大評価しており、査定の適正化は引受拡大へ

の寄与も期待できる。 

 

49 宮副一郎、「当社経験データにおける要介護リスクの検討」、日本保険医学学

会誌、111 巻 2 号、pp.154-172（2013） 

明治安田生命が提供している介護保障特約の契約者およそ 100 万件を対象に、要介

護リスクのリスク要因を明らかにした論文である。解析の結果、喫煙習慣、体格、

血圧の三つがリスク要因として抽出された。たとえば、体格では BMI が 18 以下か、

35 以上という、やせ過ぎ、太り過ぎが要介護のリスクを高めている。また、高血圧

も明確な要介護リスク要因として抽出された。喫煙習慣、体格、血圧は、実質的に

脳卒中（脳血管疾患）のリスク因子を抽出していた可能性であり、若年者を対象と

する要介護保障に関しては、脳卒中（脳血管疾患）の発症リスクを主眼とする必要

があると結論付けている。 

 

② ウェアラブル健康モニタの事業化 

ウェアラブル端末によって装着者の健康状態をモニタリングし、得られた情報を移動通

信ネットワークで情報を転送することによって健康管理をしようというシステムに関する

研究の歴史は古い。山崎らによる携帯電話を用いた健康モニタリングシステムの研究発表

は 2007 年である。一方、この数年、ウェアラブルなバイタル情報モニタが商用化されて

きているが、その経済効果について検証した論文は見いだせなかった。 

 

50 山崎晃ら、「携帯電話を用いた健康モニタリングシステムの実装」、信学技報、

IN2007-73、pp.173-178（2007） 

患者の生活に負担がかからず、ロケーションにとらわれないウェアラブルバイタル

センサを開発し、携帯電話を通してセンサ情報を送信することで、ブラウザ上から

即座に確認、共有することができ、さらにセンサ情報から緊急事態を家族、担当医

師に通報するような健康モニタリングシステムを実装した。また、実装したシステ

ムの有用性を実証した。 
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（6）論文から読み取れること 

今まで紹介してきた論文から多くの教訓や示唆が読み取れる。 

電子カルテ・病院情報システムは大規模病院では経費の削減に効果があるが、中規模以

下の病院・診療所では損益分岐点の下に沈む恐れがあるため、普及が進んでいない。医師

がコンピュータに釘付けになるという状況を改善することも、大規模病院であればシステ

ム導入で浮いた経費を回して医師事務作業補助者（医療秘書）を雇用できるかもしれない

が、中規模以下の病院・診療所ではむずかしい。医師事務作業補助については、診療報酬

改正で診療点数が与えられるようになったようだが、中規模以下の病院・診療所へのシス

テム導入を進めるには、今まで以上のインセンティブが求められている状況にあることが

読み取れた。 

診療所と病院が連携して地域医療を提供する方向に行政のかじが切られている。この過

程で、診療所と病院、特に中核病院との関係は競争から協調へと変化する。これを実現す

るには、地域における医療・介護・予防・生活に関する情報を一元的に分析できる仕組み

を実装して、分析から得られた根拠を元に地域医師会や地域薬剤師会などの利害団体によ

る協力を得る必要がある。また、地域医療に対する住民の積極的な参加促す仕組みの構築

が求められる。 

介護予防に関わるコホート研究は広く実施され、死亡リスクや要介護認定リスクに与え

る要因が明らかになってきている。貧血や口腔機能といった身体的な要因だけではなく、

うつなどの精神状態が大きな影響を与えることや、園芸的活動やスポーツの有効性も明ら

かになっている。介護予防に関わる行政施策の中に積極的に取り入れていくべきである。

厚生労働省は 2011 年 6 月に「医療・介護に係る長期推計」を発表しているが57、その中に

も、2025 年の姿として、介護予防等を充実することで、現状投影シナリオに比べてサービ

ス利用者数を 3％程度減少させる改革シナリオが提示されている。研究が施策展開に結び

付いた好例といえよう。 

多くの病気について治療効果の評価に関する論文が発表されており、それらは、EBM 推

進のために根拠を与えるものであることがわかった。医療情報を収集しビッグデータ解析

することで、今後、いっそう EBM を推進することが可能である。病院に蓄積する大量の

データ、特に、DPC データやレセプトデータを全病院から収集し、1 つのデータベースと

して集積して分析することが、EBM の一層の推進や医療制度改革のために重要となってき

ている。厚生労働省は、2017 年度をめどに、DPC 対象病院について全国データベースを

完成させる予定であり58、適切である。 

ヘルスケアデータ分野のデータの民間活用について、具体的な先行事例が存在すること

がわかった。生命保険各社は、契約者の健康状態がその後の死亡リスクなどとどう関係す

るかについて、すでに 1990 年代後半からビッグデータ解析を実施してきた。今後は、リ

                                                  
57 厚生労働省、「医療・介護に係る長期推計（主にサービス提供体制改革に係る改革について）」

（2011 年 6 月） 
58 厚生労働省、「医療データの効率的な活用について」 

https://www.kokuho.or.jp/whlw/lib/20150217-1.pdf （2016 年 2 月 18 日確認） 
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スクに応じて生命保険料を増減させるといった活用法が想定できる。 

一方で、この論文調査によって、まだ経済効果に関する研究が少ない領域も明らかにな

った。 近まで遠隔医療の実施に制限が付いていたことが一因となって、遠隔医療の効果、

特に経済効果に関する論文は少なかった、というのがその一例である。今後、遠隔医療が

広い地域で実践され、多くの論文が発表されるようになることを期待したい。同様に、健

康経営の経済的、経営的な価値・効果に関する論文は少なく、今後の研究課題である。 

ウェアラブル端末によってバイタル情報を収集することで健康管理をするといったシス

テムが市場化されつつあるが、これの経済効果を論証した論文は見いだせなかった。今後、

健康管理ビジネスとしての市場化とともに、研究者による研究が進むことを期待したい。 

ICT の活用には、一般的に、既存業務の効率化と新しい社会価値の創造という二面があ

る。 

電子カルテについて、導入病院から経費削減の実績が報告されているが、これは、既存

業務の効率化という側面での効果である。遠隔でテレナーシングを提供することによって

入院医療費が削減されたという論文も、効率化に相当する。DPC 病院では、患者にとって

は入院日数が削減され、医療保険者にとっては医療費が低減できるが、これも効率化の好

例である。 

電子カルテの導入によって、医療サービスが充実したことを報告する論文が多くあった。

医師・看護師・薬剤師間の意思疎通が高まり、チーム医療が徹底され、医療の質が向上し

たことは、新しい価値の創造に相当する。遠隔医療には、遠海の船上にいる船員の健康管

理や、地域医療での専門医不足や医療格差を補えるなどの効果がある。地域包括ケアなど、

地域として医療を提供する仕組みを強化する試みも、既存業務を効率化するというよりも、

新しい価値の創造という側面が強い。多くのコホート研究で見出された事実に基づいて、

根拠をもって介護予防運動が実施されつつある。これも、新しい価値の創造という側面が

強い。それは、EBM の推進でも同様である。生命保険会社による保険契約者の死亡リスク

等に関する分析は、将来、リスクに応じて生命保険料を増減させるといった形で、ビジネ

スとして発展する可能性がある。 

本章では、ヘルスケア分野におけるデータ活用について、抽出された 50 の論文の概要を

紹介した。ヘルスケア分野でも、ICT 活用によって、既存業務の効率化と新しい社会価値

の創造という二つの価値が実現される可能性があるが、この分野では、特に新しい社会価

値の創造という側面が強いことを明らかにした。ヘルスケアに関連するデータを機微な個

人情報を削除したうえでオープン化し、誰もがビジネスに利用できるようにすることで、

社会価値の創造はいっそう進展すると期待される。 

本章で紹介した論文のいくつかは、研究対象とした病院における ICT 活用の経済効果を

提示するものであった。しかし、これらの論文だけでは、日本全国での経済効果の試算は

困難であった。ヘルスケア分野での ICT 活用がコスト・質の両面で効果があることを実証

し、推進するためには、日本全体で効果が試算できるような枠組みも必要になっている。 
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3.4. ヘルスケアでの人工知能の活用 

（1）実用化に向かう人工知能 

人工知能（AI：Artificial Intelligence）技術の進展は急速である。2014（平成 26）年に

ソフトバンクは「ペッパー（Pepper）」という愛称の受付業務用 AI ロボットを発表し、す

でに販売を開始している。検索サービスなどを提供している企業は、利用者の状況や利用

履歴に合わせて検索結果を編集するパーソナルアシスタンス機能を、AI を駆使して強化し

ている。利用者の情報管理を支援するアプリケーションとして定着しつつあるが、その典

型が iPhone に搭載されている音声アシスタント Siri である。 

AI はコンピュータの上に人間と同様の知能、特に、思考・判断能力を実現させるもので

ある。1950 年代から研究されてきたが、ムーアの法則に則ったコンピュータの性能向上に

よって、近年、現実のものとなってきた。 

2018（平成 30）年ころには AI が人間の能力を超えると言われている。野村総合研究所

は、オックスフォード大学のオズボーン准教授らとの共同研究により、10～20 年後には、

日本の労働人口の約 49％が就いている職業をロボットに代替することが可能、との推計結

果を発表している59。 

AI は、ヘルスケア分野でも実用化され、活用され始めている。本章では、ヘルスケアで

の人工知能の活用動向を紹介する。 

 

（2）初期の実用化事例：人間ドックシステム HELSMEK 

もっとも初期の実用化事例が人間ドックシステム HELSMEK である。 

わが国では、労働安全衛生法第 66 条に、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と健康診断の義務が定

められている。 

労働安全衛生法が根拠となって、企業に勤めている者は、年に 1 回、健康診断を受診す

る。その結果を評価し、「正常」「要経過観察」「再検査」「要治療」などを判断するのが、

産業医である。産業医は、種々の診断結果を組み合わせてこれらの判断をするわけだが、

その判断のルールを AI に教えることで診断を支援するシステムが構築され、HELSMEK

と名付けられた。 

長尾玲子らによれば、1995（平成 7）年 4 月の時点で、NTT 内外の 9 施設で HELSMEK

が利用されていたという60。長尾らは、AI による診断は 90%以上医師による 終診断の結

                                                  
59 詳細は、野村総合研究所「日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能に～601
種の職業ごとに、コンピューター技術による代替確率を試算～」（2015 年 12 月 2 日）を参照のこ

と。http://www.nri.com/Home/jp/news/2015/151202_1.aspx 
60 長尾玲子ら、「AI を応用した人間ドック HELSMEK の診断支援の評価」、日本人間ドック学会

誌、10 巻 2 号、pp.7-12（1995） 
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果と一致し、実用上十分な精度と考えられると報告している。また、医師による検査デー

タの見落としや誤認が防止されたり、医師間の診断のばらつきが減少し診断規準が統一さ

れたり、医師の判断業務時間が大幅に短縮されたというように、AI 導入の効果を説明して

いる。なお、 終的な診断は必ず医師が行い、HELSMEK はそれを支援しているに過ぎな

い。これは、医師法第 17 条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」によって、病

気の診断は医師しか行うことができないと定められているからである。 

HELSMEK は、NTT の子会社である NTT アイティによって、1997（平成 9）年より販

売されてきた。近年はモバイルヘルスに統合され、NTT ドコモのヘルスケアビジネスの構

成要素となっている。NTT アイティが 2010（平成 22）年に報道発表した際のイメージ図

を、図表 1 として転載する61。このシステムでは、歩数・体重・血圧などの日々のデータ

が携帯電話から自動入力・登録され、日々のデータがグラフ表示され、また、保健師から

のアドバイスや励まし等のメールが表示されるようになっている。 

 

図表 40  HELSMEK を発展させたモバイルヘルスサービス 

 

資料出所：NTT アイティ株式会社 http://www.ntt-it.co.jp/press/2010/0126/100126hsj.html 

 

                                                  
61 NTT アイティ株式会社、「健康づくり手帳システム『ヘルスメックダイアリー』鎌倉市にて利

用開始～挫折しがちな生活習慣改善の取り組み継続をサポート～」（2010 年 1 月 26 日）

http://www.ntt-it.co.jp/press/2010/0126/100126hsj.html 
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（3）ヘルスケア分野での AI の活用に関する研究事例 

① 術後感染症の早期発見 

胃がんなどの消化器外科手術では、術後感染症の防止は重要な課題である。術後感染症

の発生を予知する情報には、術前の小野寺栄養免疫指数62、合併切除臓器、手術時間、白

血球数、ドレーンの性状、白血球分画等などと他項目があり、判断がむずかしい。そこで、

白血球分画（桿状核、リンパ球）の時系列データに注目して、感染症発症の早期発見のた

めの診断ロジックを、ファジィ理論を使って構築したのが廣田博らのグループである63。 

廣田らは、構築したファジィ診断ロジックによる正診率は 88.9%、偽陰性 21.4%で、従

来判別分析手法の 90.7%、偽陰性 23.1%と有意差が認められなかったとしている。このよ

うに、ファジィ診断ロジックは従来の判別分析手法と同程度の診断結果を示すことができ

たというのが研究の成果である。 

日本化学療法学会は「術後感染発症阻止抗菌薬の臨床評価に関するガイドライン（1997

年版）」を出版している64。これは、「術後感染発症阻止薬」の臨床効果判定基準について、

も実際的かつ科学的であると考えられるガイドライン（治験ガイドライン）を示すもの

だが、作成の経過についても記述がある。その一部としてファジィ診断ロジックへの言及

があるので、引用する。 

 

術後感染症ファジィ診断システムの開発 

術後感染予防を目的とした抗菌薬の臨床評価法の設定は、感染症の治療菌薬の評価法と

は異なり、手衛侵襲の多寡や周術期の管理法にも大きな影響を受け、従来の統計学的手

法を用いた解析方法から脱却して、委員会としては、全く新しい立場で考える必要があ

った。 

そこで、1995年5月より、新たに関西医科大学数学教室有田清三郎教授に委員を委嘱し、

和歌山県立医科大学第 2 外科術後感染予防委員会事務局と共同で、術後感染症のファジ

ィ理論を応用した早期診断システムの構築を胃癌手術例を中心に開始した。 

この早期診断システムは、術後感染症の発症予知といわゆる「予防的抗菌薬」の効果判

定を術後 4 日目までに行うことを目的とし、Macintosh 版および Windows 版のパソコ

ンソフトとして,全国消化器外科施設に 1997 年末を目処として有料配布する予定である。 

 

前述の廣田らの論文の第二著者は、報告書で言及されている有田清三郎教授である。こ

                                                  
62 小野寺らが提唱した、外科手術の予後を推定する栄養免疫指数の計算式である。術前に行う予

後栄養指数の判定で手術の危険度が高いとなった場合には、可能な限り、手術を延期することが

望ましいとされている。 
63 廣田博ら、「術後感染症の早期発見のためのファジィ診断ロジック」、Biomedical fuzzy and 
human sciences: the official journal of the Biomedical Fuzzy Systems Association、2 巻 1 号、

pp.69-75（1996） 
64 日本化学療法学会臨床評価法制定委員会術後感染予防委員会、「術後感染発症阻止抗菌薬の臨

床評価に関するガイドライン（1997 年版）」（1997） 
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うして、AI の一種であるファジィ診断ロジックは、ガイドライン作成に寄与するという成

果を上げた。 

 

② 医療におけるリスクの検知 

長尾らや、廣田らによる 1990 年代の研究は、健康診断や感染症発症の早期発見といっ

た診断行為・医療行為そのものへの AI の適用だが、2000 年代に入って、医療現場でのリ

スクをマネジメントするといった、新しい AI 活用方法が生まれてきた。 

津本は、患者を取り違えて手術するといった「ありえないミス」が起こる原因を明らか

にしようとした65。そして、専門家から見て「意外な情報」がリスク情報として有効であ

る可能性があるとして、データマイニングの手法を適用することを提案している。さらに、

検知されたリスク情報が本来どのような意味を持つかを解明し、その上で、リスク情報を

活用することで、ありえないミスを減らそうと考えた。 

論文には、近畿圏の大規模病院で看護師のインシデント（小規模事故）を削減した事例

が紹介されている。それによると、たとえば、与薬の事故では、日勤・準夜帯では用法の

誤りが重要な因子であるのに対して、深夜帯では確認不足・注意力不足・割り込み業務が

重要な因子として選択されたという。これらの情報を元に、救急部で、注射および内服薬

についての看護師の業務プロセスを変更したところ、インシデントが 90%も削減されたと

いう。 

津本は島根大学医学部医療情報学講座に所属する研究者であった。この医療情報学講座

は、1992（平成 4）年に他大学に先駆けて設置されたユニークな講座である。蓄積された

膨大な診療記録データから、容易に気づき得ない未知の特徴を計算機により自動的に探索

し、新たな診療知識の獲得を支援する方法に関する研究などを実施している66。津本には、

ほかにも、医師が紙に書いたり、口頭で看護師や臨床検査技師に伝えていたりしていた検

査内容や処方箋の指示（オーダー）を、ネットワークを通じて関連部門に伝達するオーダ

ーエントリシステムにおけるリスクマイニングに関する論文等がある67。 

医療法を改正して、2015（平成 27）年に医療事故調査制度が施行された。医療事故が発

生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を医療事故調査・支援センターが

収集・分析することで再発防止につなげるため仕組みが、医療事故調査制度である68。そ

の対象は、「病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われ

る死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの」と広い。

今後、医療事故調査・支援センターが調査報告を収集し、分析することになる。インシデ

                                                  
65 津本周作、「リスクマイニングとその医療応用」、人工知能学会誌、22巻5号、pp.677-682（2007） 
66 島根大学医学部医療情報学講座 http://www.med.shimane-u.ac.jp/med_info/ （2016 年 2 月

2 日確認） 
67 津本周作、「オーダーエントリシステムにおけるリスクマイニング」、人工知能学会全国大会論

文集、JSAI06(0)、pp.251-251（2006） 
68 厚生労働省、「医療事故調査制度について」 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html （2016 年 2 月 4 日確認） 
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ントの積み重ねがやがて医療事故をもたらすことになると考えると、AI を活用したインシ

デントの分析とそれに基づく対策には、医療事故を未然に防止する効果が期待できる。 

 

③ 音声つぶやきを利用した看護・介護サービス 

医療・介護従事者は慢性的な人手不足の中でオーバーワークに苦しんでいる。医療・介

護従事者は患者・要介護者への直接的ケアに加えて、記録や連絡などの間接業務も多くこ

なしている。この記録連絡に注目して構築されたのが、内平による「音声つぶやきシステ

ム」である69。 

医療や介護の現場では、医師による「○○さんは△△に注意して経過観察」、検査室から

の「検査にはもう少し時間がかかりそうです」、看護師による「これから迎えに行きます」

といった音声が連絡のために飛び交っている。これらの音声をヘッドセットで収集したう

えで、インカムのようにその場で配信するのではなく、必要な相手に、適切なタイミング

で、適切な形式で配信するのが、内平が開発したシステムである。 

たとえば、「昼食を残したので夕食をきちんと食べるか注意してほしい」というつぶやき

は、夕食の前に病棟の看護師に配信するのがよい。一方、容態の急変は直ちに担当の医師

に伝えなければならない。 

開発した技術は実際のフィールドで試行・評価され、その結果を用いて改善・洗練化が

繰り返された。この過程で、システムが検知した音声つぶやきを記録するだけにとどめる

実験を行ったところ、約 8 割のつぶやき情報が介護記録に残されておらず、その半数が他

のスタッフにとって有益な情報であったと判断されたという。また、要介護者の状態変化

に即応したケアといった、即時に対応しなければならないケアで品質が向上するというよ

うな効果があった。 

内平の研究は、科学技術振興機構社会技術研究開発センターで実施されたものである。

同センターでは、社会の具体的あるいは潜在的なニーズを把握し、実データや事例を利用

して問題解決のための技術・方法論等を開発する「問題解決型サービス科学研究開発プロ

グラム」を、2010（平成 22）年より実施している。内平の研究プロジェクトは、その一環

であり、報告書より、研究プロジェクトの価値を示した図表を、下記に転載する70。 

 

 

  

                                                  
69 内平直志、「音声つぶやきによる看護・介護サービスの記録・連携支援」、人工知能学会誌、28
巻 6 号、pp.893-898（2013） 
70 内平直志、「戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発） 平成 24 年度研究開発実施報告書 

研究開発プログラム『問題解決型サービス科学研究開発プログラム』 研究開発プロジェクト『音

声つぶやきによる医療・介護サービス空間のコミュニケーション革新』」（2013） 
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図表 41 音声つぶやきを看護・介護に利用する価値 

 

資料出所：戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）平成 24 年度研究開発実施報告書 

研究開発プログラム「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」 

研究開発プロジェクト「音声つぶやきによる医療・介護サービス空間のコミュニケーション革新」 

https://www.ristex.jp/examin/service/pdf/kenkyu_h24_5.pdf 

 

④ 新人看護師研修への活用 

新人看護師の研修に看護ガイドラインが教材で用いられることが多いが、そのような研

修では、ガイドラインに示されている特定の状況下における行為列のみを覚えてしまうと

いう弊害がある。ガイドラインを用いた研修に対する一般的な批判として、応用の利かな

い「マニュアル人間」を育てるというものがあるが、それと同様と見なせばよい。 

これに対して、西村らが開発したのは、ある状況下である看護行為が実行される目的、

同じ状況に対処するための複数の看護手順や手順選択時のリスク、代替手段の適用条件な

ど、柔軟な看護を実現するために必要な知識を木構造で表現した知識表現モデルである71。

この知識表現モデルをタブレット上に実装し、それを新人看護師が、振り返り学習を含め、

学習する。大阪厚生年金病院で試験的に導入し、有効性が確認されたという。 

西村らのシステムは「CHARM Pad」と名付けられ、その後、K-Factory カンパニーよ

り製品として市場に提供されている。K-Factory カンパニーは「知識を IT システムに実装

し、人の知的活動を支援し拡大できる製品サービスにより、人がより有意義な知的活動が

                                                  
71 西村悟史ら、「目的志向の看護手順学習に向けた複数観点からの知識閲覧システム CHARM 
Pad と新人看護師研修への実践的活用」、人工知能学会論文誌、30 巻 1 号 C、pp.22-36（2015） 
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できる社会を実現する。」をミッションとして掲げて、2013（平成 25）年に設立されたス

タートアップ企業である。同社は、広報資料で CHARM Pad 製品化の意義を次のように説

明している72。 

 

病院では新人看護師のインシデント率が高く、座学と臨地の溝があり、結果としてプリ

セプターなどベテランに負担がかかっている。看護教育機関においては、入職までに十

分な臨地実習が受けられないことがあり、座学と臨地の溝を埋める教育が必要になって

いる。そこで、解決策として「看護師研修パッケージ」を提供する。 

 

座学では伝えることが困難で、実習するには大がかりすぎてむずかしい個々の状況（コ

ンテキスト）に対応した知識・技能習得を、構造化したグラフ表現で行為を一覧できるよ

うにすることで可能にすると、同社は CHARM Pad の価値を説明している。 

 

⑤ 闘病記の解析 

電子カルテや診療報酬データ（レセプト）などをビッグデータ解析して知見を得る試み

が注目されている。レセプトデータは数十億件、特定健診・保健指導データも 1 億件程度

が蓄積されているので、ビッグデータ解析は極めて有効である。 

しかし、医療にかかわるデータはこれだけではない。医師の数に比べて患者の数は 500

倍近くあり、それゆえ、患者が自ら記録した闘病記には利活用の可能性がある。そこで、

荒巻らは、闘病記に関する研究を立ち上げ、その一端が特集「Big Data Becomes Personal

－発見情報学が拓くヘルス&ウェルネス－」の中で取り上げられている73。 

闘病記には、使われている用語が医学用語ではなく、医学現場で活用するには医学用語

への置き換えが必要になる、記述をどう解釈するかに読み手による曖昧さが残る、といっ

た課題があることを荒巻らは指摘している。一方で、闘病記に記述されている語彙数から

認知症の進行度を調査する研究が実施されるなど、多くの研究がなされているそうだ。 

 

（4） 病院内における転倒・転落防止への適用 

UBIC は 2003（平成 15）年 8 月に守本正宏氏によって設立され、米国訴訟支援事業を

中心にビジネスを展開してきた。人工知能技術を、その間に蓄積したノウハウと独自技術

により発展させ、未来予測に優れるビッグデータ解析技術を開発し、適用分野を拡大する

ことで独自の社会貢献を目指している企業である。 

特定非営利活動法人情報通信政策フォーラム（ICPF）では、2015（平成 27）年 10 月

28 日に UBIC から講師を招き、「行動情報解析ビジネスの可能性」と題するセミナーを実

                                                  
72 K-Factory カンパニー、「CHARM Pad 新人看護師研修パッケージ」 

http://www.mundus.co.jp/kfactory/images/charmpad_nursing0405.pdf （2016年2月2日確認） 
73 荒巻英治ら、「もう一つの医療ビッグデータ：闘病記を医療に活かす」、人工知能、20 巻 6 号、

pp.599-603（2014） 
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施した。その記録は、ICPF サイトに公開されている74。 

このセミナーの中で、同社は医療分野における AI の活用可能性について紹介した。本節

では、それを引用して紹介する。 

 

医療現場には、せっかくデータがありながら、医療に反映できることが限られている。

そこで、蓄積されたデータを日々の医療に生かし、より良いケアが可能にするのが AI 活用

の目的である。 

UBIC は新領域での取り組みに乗り出している。病院内における「転倒・転落防止シス

テム」がその一例である。電子カルテのテキストデータは病院にたくさんあるが、忙しい

医師がデータの解析をするのは困難であり、時間を要すれば患者に向き合う時間が減って

しまう。従来は入院患者の転倒リスクに対して、アセスメントやセンサーといったもので

対応してきたが、転倒リスクをタイムリーに把握し、患者・医療スタッフに負担感が少な

い技術が必要とされている。 

NTT 東日本関東病院との共同研究では、電子カルテ 100 名分 16,749 件から、安全管理

のエキスパートである医療安全管理室勤務の看護師に、転倒の予兆となる意識障害の症状

がある患者のデータ 17 件（7 名分）を選んでもらった。その他のデータとして、上記の 7

名以外のデータから 1,000 件をランダム抽出し、この 1,017 件を教師データとして学習さ

せた。これを元に、すべての電子カルテを 0～10000 点でスコア付けすることができ、優

先順位をはっきりさせることができた。スコアの高い約 1,000 件に注意力の低下や意識障

害などの症状がみられ、効果が検証された。 

 

「転倒・転落防止システム」でリスクが高いと認識された患者に関する情報は、医師・

看護師等の医療スタッフの間で申し送りされる。申し送りは図表 42 に示すように、スマ

ートフォンで、患者詳細情報などとともに閲覧できるようになっている。これによって、

リスクが把握され、注意が喚起されて、事故が防止される75。 

  

                                                  
74 情報通信政策フォーラムセミナー記録、「ビジネス 行動情報解析ビジネスの可能性」 

http://icpf.jp/%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%80%80%E8%A1%8C

%E5%8B%95%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%A7%A3%E6%9E%90%E3%83%93%E3%82%B8

%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7/ （2016 年

2 月 1 日確認） 
75 UBIC MEDICAL、「医療機関向け 人工知能搭載 転倒・転落防止システム」 

https://www.ubicmedical.com/common/pdf/UM_protectsystem_brochure.pdf （2016 年 2 月 4
日確認） 
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図表 42 「転倒・転落防止システム」の活用 

 
資料出所：UBIC MEDICAL、「医療機関向け 人工知能搭載 転倒・転落防止システム」 

     https://www.ubicmedical.com/common/pdf/UM_protectsystem_brochure.pdf 

 

UBIC はこの、「転倒・転落防止システム」を 2015（平成 27）年 7 月 15 日からに東京

ビッグサイトで開催された「国際モダンホスピタルショウ 2015」に初めて出展し多くの来

場者を集めたという。 

 

（5）発展が期待される AI を活用したヘルスケア 

「転倒・転落防止システム」は実病院での活用が近い。CHARM Pad も、「看護師研修

パッケージ」として市中に提供されている。ヘルスケア分野における AI の活用は、研究か

ら脱して実用化に向かいつつあることがわかる。 近、医療事故調査制度が施行されたが、

医療事故につながり得るインシデントの分析に AI を活用しようという試みにも価値があ

る。 

本章冒頭に記述したように、2018（平成 30）年ころには AI が人間の能力を超えると言

われており、ヘルスケア分野でも、今後、ロボットに代替される職業が出てくるだろう。

これを、失業が生まれると恐れるよりも、人間しかできない高度な職業への転換のチャン

スと考えるべきだ。人口減少社会では、いずれにしろ、生産性を高めない限り国力は維持

できないからだ。 

AI はヘルスケアの生産性を高めるのに役立ち、今後、一層進展が期待される。 

 

 



116 

4. わが国における先進事例 

4.1. 全国健康保険協会（協会けんぽ）岩手支部「データヘルス計画といわて健康経営宣言事業」76 

（1）全国健康保険協会（協会けんぽ）とは 

中小企業等で働く従業員やその家族が加入する健康保険は、政府管掌健康保険として国

（社会保険庁）で運営されていたが、医療保険制度の改革に伴い、2008（平成 20）年 10

月 1 日、新たに全国健康保険協会が設立され、この協会により運営されることとなった。

約 3600 万人の加入者、170 万事業所の事業主からなる日本 大の医療保険者であり、都道

府県単位による支部が、地域の実情を踏まえた自主自律の運営を行っている。 

岩手支部は、2014（平成 26）年度現在で加入者数 41 万 5395 人（被保険者 24 万 8586

人、被扶養者 16 万 6809 人）と 1 万 6902 事業所の事業主から構成されている。 

 

（2）岩手支部のデータヘルス計画の策定 

政府は、すべての健康保険組合に対して、レセプト等のデータの分析、それに基づく加

入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表・事業実

施・評価等の取り組みを求めており、これらを通じて、健康寿命を延伸させ、健康長寿社

会の実現を目指している。協会けんぽにおいても、保健事業のさらなる推進をはかること

を目的として、的確なデータ分析と目標設定、それに基づく計画策定と事業の実施、成果

の評価のみならず改善のための評価と見直しを適正に実施するため、各支部において、デ

ータヘルス計画を策定している。岩手支部においても、健診結果やレセプトの診断情報と

いったデータを分析することでデータヘルス計画を策定し、重点事項として、岩手県と連

携した「いわて健康経営宣言事業～脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却～」を実施す

ることとした。 

 

①岩手支部における主な健康課題と目的 

健診結果やレセプトの診断情報といったデータを分析することで明らかになった課題は

4 つある。第 1 に、岩手県の脳血管疾患の年齢調整死亡率は、年々減少傾向にはあるもの

の全国との差は広がっており、2010（平成 22）年の厚生労働省の人口動態統計によると男

女とも脳卒中死亡率全国ワースト 1 という状況にあった。第 2 に、岩手支部の健診結果で

は、男女の空腹時血糖、男女の中性脂肪、喫煙者、高血圧のうち服薬中の指標（いずれも

脳血管疾患の危険因子）が、都道府県ではほとんどトップレベルで悪い状況にあった。第

                                                  
76 全国健康保険協会（協会けんぽ）岩手支部の支部長 松本光一氏、企画総務部長 三浦弘美氏、

企画総務グループ長 鈴木和久氏、企画総務グループリーダー 谷上数義氏、企画総務グループ

リーダー 清尾修氏ほかへの 2015 年 11 月 19 日に実施したヒアリングおよび各種資料により作

成 
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3 に、岩手支部の脳血管疾患にかかる入院外（調剤を含む）1 人あたり医療費が、都道府県

で 2 番目に高かった。第 4 に、食塩摂取量、BMI、喫煙者の平均値（いずれも脳血管疾患

の危険因子）が全国の中でも高く、特に食塩摂取量は都道府県で男女ともワースト 1 とい

う状況にあった。 

岩手県では、脳卒中死亡率ワースト 1 からの脱却と共に健康寿命の延伸を図ることを目

指し、「岩手県脳卒中予防県民会議」を設立し、県民、県内各機関・団体等が一体となって

脳卒中の予防等の取り組みを開始することになった。協会けんぽ岩手支部も、岩手県の県

民会議の実施と併せて商工会議所などの各経済団体などと連携し、脳卒中死亡率ワースト

1 からの脱却を目指すデータヘルス計画に基づく事業「いわて健康経営宣言事業～脳卒中

死亡率全国ワースト１からの脱却～」を実施することとなった。 

 

②目標と取組三本柱 

事業の上位目標は、「脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却」として、脳血管疾患の年

齢調整死亡率を低下させることにある。なお、岩手県における数値目標としては、健康い

わて 21 プラン（第 2 次）において、人口 10 万人に対して、2010（平成 22）年では男性

70.1、女性 37.1 を、2022（平成 34）には男性 59.0、女性 34.0 まで下げることを目指して

いる。 

上位目標達成のための下位目標は、①高血圧に関するリスク割合の減少、②高血糖に関

するリスク割合の減少、③喫煙に関するリスク割合の減少、④メタボに関するリスク割合

の減少の 4 つを掲げ、減塩（食生活改善）、禁煙、その他（健康運動等）を取組三本柱に特

化して進めている。 

 

（3）いわて健康経営宣言事業～脳卒中死亡率全国ワースト１からの脱却～の概要 

①いわて健康経営宣言事業とは 

本事業では、協会けんぽ岩手支部適用事業所を対象としており、対象となる事業所数は

2015（平成 27）年 5 月現在で 17,056 件となっている。2015（平成 27）年 9 月 18 日に、

岩手日報社主催・岩手県脳卒中予防県民会議共催の健康経営セミナーで本事業の内容を発

表し、2017（平成 29）年までの 3 か年計画で事業を進めていくことになっている。事業の

主催は、協会けんぽ岩手支部であり、後援に岩手県、岩手県商工会議所連合会等に入って

もらっている。 
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②いわて健康経営宣言事業への参画 

本事業への参画は、3 つのステップとなっている。 

 

図表 43 事業への参画 

 

資料出所：協会けんぽ岩手支部提供資料 

 

 

宣言書には、取り組むべき健康づくりメニューが記載されている。第 1 は、健康診断の

実施で、法令に従い社員に対して定期健康診断を実施する。第 2 に、社員の生活習慣改善

の支援で、協会けんぽの「特定保健指導」を利用する。第 3 に、検査・治療の推奨で、健

診結果で再検査や要治療があった場合に医療機関の受診を推奨する。第 4 が、スモールチ

ェンジ活動の推奨で、各社にあった取り組みを空欄に記入することになる。例えば、「階段

を使う」、「食事は野菜から食べ始める」などの小さなことを始めて、継続していくという

健康づくりの取り組みとしている。「マラソンを走る」などラージチェンジは大きな期待が

できるが継続が難しいため、協会けんぽ岩手支部では、長続きするためにスモールチェン

ジ活動を推奨している。 
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図表 44 宣言書のイメージ 

 

資料出所：協会けんぽ岩手支部提供資料 

 

 

事業所訪問は、2015（平成 27）年 10 月 19 日よりスタートし、岩手支部加入の盛岡市

所在の事業所を中心に、従業員数や健診受診率を勘案して、訪問対象事業所として選定し

た 307 事業所を（盛岡商工会議所会員の加入事業所から 186 事業所、岩手県脳卒中予防県

民会議参画団体の加入事業所から 46 事業所、健診結果で血圧リスク保有割合の高い事業所

75 事業所）から説明に回っている。まだ全事業所への説明は終了していないが、2 月現在

で 166 事業所から宣言をいただいている。 

上記、307 事業所への訪問に併せて、全 17,000 事業所に対して、さまざまな広報媒体を

用いて広く募集を行い、県内全域を対象に本事業を実施している。 

岩手支部の職員は、専門職や契約職員を含めると 70 人以上に上るが、本事業では、企画・

保健を担当している職員が中心となった 12 人が本来の業務をしながら兼務で担当してい

る。そのため、17,000 事業所への働きかけは、人員的にも厳しい状況の中で取り組んでい

るが、 終的には、協会けんぽ全体で 10,000 社を目標として活動している。 
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③「いわて健康経営宣言」による効果 

事業所が、「いわて健康経営宣言」を行う効果としては、第 1 に、企業にとって、生産性

の向上、負担軽減、企業のイメージアップなどが期待できる。第 2 に、従業員の生活習慣

病の重症化によるリスク軽減がある。第 3 に、協会けんぽからのさまざまな無料支援を利

用できることがある。無料支援としては、個人の健康管理のためのインターネットサービ

ス（現在準備中で、2016 年にサービス提供予定）や宣言をした事業所においては、住宅ロ

ーン取扱い手数料 5 パーセント割引といった金利等の優遇策を受けられたり（北日本銀行

と締結）、優良事業者として、その取り組み内容を岩手日報に掲載するなどのメディアによ

る広報も可能となっている。また、これ以外の支援も検討中である。 

 

図表 45 「いわて健康経営宣言」による効果 

 

資料出所：協会けんぽ岩手支部提供資料 

 

④岩手県等の関連団体との協力 

本事業の推進にあたっては、岩手県をはじめとする関連団体と連携協力を行っている。

岩手県や盛岡商工会議所には、訪問事業所に関して協力いただいている。 

岩手日報は、新聞広告によるメディア展開や、健康経営コラムでの事業の紹介を行って

もらっている。また、宣言事業所の紹介等も実施している。 

アクサ生命では、事業所訪問の際に健康経営宣言登録の推奨、健康経営アドバイザー（日

商の資格）を取得し、宣言後のフォローといった点で協力いただくことを予定している。 

 

⑤宣言事業所への協会けんぽからの提供サービス 

協会けんぽからは、医療費・健診リスク率等、事業所の健康度がわかる「医療費適正化

診断シート」を作成し、提供する。従業員向けには、「個人の健康管理のためのインターネ

ットサービス」を提供予定で、従業員が Web から「自分の健診結果」や「自分の健康順位」
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などを確認できるようにする。また、年間 5 事業所を選定し、事業所の業種・業態にあわ

せた職場の健康づくりを協会けんぽが支援していく77。 

今後提供予定のサービスとしては、IT 活用による禁煙の支援、健康情報や社内情報が掲

載できるテーラーメイド新聞作成サービス、宣言事業所(協会けんぽ加入事業所)の協会けん

ぽホームページでの紹介、県内保健所（岩手県）と連携した健康づくりに関する出前教室

の紹介なども検討している。 

 

⑥岩手支部独自の取り組み 

協会けんぽは、事務や実務については全国統一されているが、健康づくり事業などは各

支部の自由度が高く、支部ごとに独自に企画し取り組むことが多い。新しい試みなどは他

支部の企画を参考にする場合もあるが、比較的自由にできることから、岩手支部でも地域

の状況に合わせて、先進的に取り組むことができている。 

 

（4）協会けんぽにおけるデータ分析の課題 

①データ分析の現状 

協会けんぽは、レセプトや個人健診の結果など、健康に関する膨大なデータを保有して

いるが、分析のための分析に終わってしまい、分析結果から次のアクションへという部分

は思うようにできていない部分がある。 

分析結果の活用が思うようできない理由としては、「分析手法がわからない」「協会けん

ぽの分析ツールで分析まではしたが、その後どうしてよいかわからない」「Access や SPSS

などのデータ加工・分析ツールが使いこなせない」「統計の専門的知識がなく分析結果に自

信がもてない・説明できない」などがある。 

内部に統計の専門的な知識がなければ、大学等に専門的な分析を依頼するということも

考えられるが、そこには、個人情報保護の問題があり、共同研究が制限されてしまうこと

もある。 

 

②データ分析をさらに深めるための解決策 

研修会等により、統計の専門知識を持つ人材を組織内で育成するとともに、それを属人

的なノウハウにしないため、人事異動等があっても引き継いだ人材が容易に操作できるツ

ールを導入することも必要である。現状は、協会独自の分析ツールに加えて、加工のため

の Access や SPSS など習得すべきスキルがたくさんあるが、1 つのツールでほとんどの処

理が可能になることが重要である。 

さらに、分析する上での価値判断ができる評価基準を決めることも必要である。評価は、

PDCA サイクルを回し、事業を改善していくための重要な原動力となる。 
                                                  
77 選定事業所への職場の健康づくり支援については、2 年前から実施している。 
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③いわて健康データウェアハウスとの連携 

協会けんぽ岩手支部も、いわて健康データウェアハウスに係る健診データの提供を行っ

ている。データの量が多ければ多いほど、分析の精度が上がるため、岩手県では、他県に

比べて健康に関するデータの活用は進んでいると思われる。一方で、詳細なデータ分析を

行うために必要なデータが、まだまだ足りない部分もある。例えば、脳卒中の要因分析で

は、罹患率と死亡率のデータがあるとよいが、実際には罹患率のデータ収集はなかなか難

しい。レセプト分析を行う民間業者では、脳卒中のレセプトを抽出することを始めている

ところもあるので、必要なデータの収集は、今後発展していく可能性はあると思われる。 

 

④岩手支部におけるデータ分析における今後の取り組み 

2016（平成 28）年度の計画策定段階ではあるが、ビッグデータによる分析を実施するた

めに、対応可能な分析ソフトウェアを導入し、多変量解析やデータマイニングなどから支

部の特徴を把握することを予定している。一次分析としては、協会以外の統計データを活

用することにより、支部全体の特徴や岩手県でも北部と南部の傾向の違いなどを探ってい

きたいと考えている。また、岩手県は脳卒中による死亡率と塩分との関連があるだろうと

のことで、味噌汁の塩分濃度が高いのではないかと推測し、各家庭に訪問し味噌汁の塩分

濃度を計測したが、特別、塩分濃度が高いとの結果はでなかった。脳卒中には、喫煙率や

起床時間、運動時間なども関係があるとも言われている。保健師が地域で集めているデー

タなども今後は利用していきたい。 

疾患によっては、何が要因であるかがはっきりしていないことも多いため、データ分析

によりほかに関係している要因はないか、発見していくことが必要である。二次分析では、

協会けんぽ内の健診データ、他の保険者のデータを使用することで、エリア別、男女別、

年齢別、業種別の傾向や保険者間等の格差などを分析することができると考えている。 

 

（5）考察 

協会けんぽ岩手支部では、データヘルス計画における取り組みにおいて、同様の健康に

おける課題を抱える岩手県と連携することで、より効果的な事業の推進を行うことができ

ている。「従業員の健康づくりに取り組みたい」と考える事業主は 9 割に上る一方で、「取

り組んでも成果がない」と考える事業主も 5 割いるという。日々の業務を優先して、健康

づくりは個人の取り組みに任せてしまっている事業所も多いため、協会けんぽが独自に取

り組んでも、なかなか受け入れてはもらえない可能性もあったことから、県だけではなく、

関係団体とも連携して一緒に取り組むことが重要という認識で、事業を推進されていると

いう。協会けんぽでは、岩手支部以外でも都道府県・市町村・関係団体等との間で健康づ

くりを目的とした包括的な協定締結を進めていると伺ったが、本事業では、県以外にも、

商工会議所やマスメディアなどと協力することで、より効果の高い活動につながっている
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と思われる。 

データ活用においても、協会けんぽ内で共通に利用できる分析ツールがあることだけで

なく、民間企業において統計の専門業務を行ってきた人材が組織内にいることで、積極的

な取り組みを行うことができていると感じた。多くの組織では、統計の専門知識を持つ人

材の不足が一番の課題となる。データ活用をさらに高度化するために、統計の専門知識を

属人的なノウハウにしないための工夫を計画されるなど、岩手支部全体での、データ活用

のボトムアップが図られることが期待される。大学の専門家に協力を仰ぐなどしてデータ

解析能力を高めることで、いっそう活動が推進されると思われる。 
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4.2. 岩手県「健康いわてプランといわて健康データウェアハウス事業」78 

（1）「健康いわて 21 プラン」への取り組み 

①取り組みの経緯 

岩手県では、「21 世紀のおける国民健康づくり運動（健康日本 21）」を踏まえ、2001（平

成 13）年 3 月に、「岩手に生まれ、生活できる喜びを実感できる健康安心・福祉社会」の

実現を目指して「健康いわて 21 プラン」を策定し、県民の健康への取り組みを進めてきた。

その結果、「65 歳未満で死亡する人の割合の減少」などの項目で目標値を達成するなど、

一定の効果を上げることができたが、脳血管疾患死亡率の順位が全国 47 都道府県の中でワ

ースト１であるなど、さらなる改善が必要となる課題も残った。このような背景から、2014

（平成 26）年 3 月に「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」79を策定し、県民の健康寿命の延

伸を図ることとなった。 

県民が生涯を通じて心身ともに健康で質の高い生活を送るためには、正しい生活習慣を

身に付け、生活習慣病の発症予防や重症化予防、社会生活を営むために必要な機能の維持

向上に努めていくことが重要である。そのためには、個人の健康を社会全体で支え、守る

環境の整備が求められており、「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」では、県民一人ひとりが

取り組むべき健康課題を明らかにするとともに、県民の健康増進の総合的な推進を図るた

めの基本的な事項を示している。このプランは、2014（平成 26）年度からスタートし、2017

（平成 29）年度の中間評価を経て、2022（平成 34）年度を目標年次としている。 

  

                                                  
78 「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」については、岩手県保健福祉部健康国保課に、「いわて健

康データウェアハウス事業」については、岩手県環境保健研究センターへの 2015 年 11 月 20 日

に実施したヒアリングおよび各種資料により作成 
79 「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/002/262/iwate_health21plan2nd
_1-3-2.pdf 
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図表 46 健康いわて 21 プランからの流れ 

 

資料出所：岩手県「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」 

 

②健康いわて 21 プラン（第 2 次）の目指す姿 

 

健康いわて 21 プラン（第 2 次）の目指す姿は、「『共に生きるいわて』の実現」である。

岩手県でも、全国と同様に急激な少子高齢化が進んでおり、2012（平成 24）年には 27.9%

であった高齢化率は、2020（平成 32）年には 33.6%まで上昇すると推計されており、県民

3 人に 1 人が高齢者という社会になる。このような超高齢社会を見据え、「『共に生きるい

わて』の実現」を掲げて、「健康寿命の延伸」と「脳卒中死亡率全国ワースト 1 からの脱却」

の 2 つの全体目標で県民の健康づくりを推進している。 
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図表 47 人口及び年齢構成の推移と将来推計（岩手県） 

 
出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「都道府県別将来人口推計」（平成 24

年 1 月推計）、岩手県「岩手県人口移動報告年報」 

資料出所：岩手県「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」 

 

全体目標の 1 つ目である「健康寿命の延伸」では、超高齢社会においても、高齢者が健

康で生きがいを持てる、活力ある社会を目指す。岩手県は、平均寿命と共に健康寿命も短

い。「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」である健康寿命を

も重要な指標として、この健康寿命を延伸することを本プランでの全体目標の一つとして

いる。 

全体目標の 2 つ目が、「脳卒中死亡率全国ワースト 1 からの脱却」である。岩手県の脳卒

中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率は減少傾向にはあるが、全国との差は広がっており、

2010（平成 22）年には男女とも脳卒中死亡率全国ワースト１となっている80。そこで、脳

卒中（脳血管疾患）の年齢調整死亡率を減少させ、男女とも全国ワースト 1 からのいち早

い脱出を目指すことを、もうひとつの全体目標として掲げている。 

  

                                                  
80 年齢調整死亡率は、人口構成の異なる集団間での死亡率を比較するために、死亡率を一定の基

準人口（昭和 60 年モデル人口）にあてはめて算出した指標である。2010（平成 22）年の脳血管

疾患の年齢調整死亡率は、男性の場合、全国平均 49.5 に対して、岩手県は 70.1 となっている。

女性の場合、全国平均 26.9 に対し、岩手県は 37.1 と男女とも全国ワースト 1 位である。 
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図表 48 全体目標のおける現状値と目標値 

 

資料出所：岩手県「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」 

 

③「脳卒中死亡率全国ワースト 1 からの脱却」に向けた取り組み 

脳卒中（脳血管疾患）死亡率の低下は、個人の努力だけに期待しても改善を図るのは難

しいとの考えから、県全体での取り組みを進めている。2014（平成 26）年 7 月 28 日に、

「岩手県脳卒中予防県民会議」を設立し81、岩手県知事を会長に、県内の主だった医療・

商工・行政など 7 団体が発起人となり、官民一体となって県全体で脳卒中予防の取り組み

を開始した。会員は、経済・産業関係団体 21、学校・教育関係団体 17、医療関係団体 18、

保健・福祉関係団体 17、地域活動団体等 10、マスコミ関係 14、国・行政等関係 6 の合計

103 団体82でスタートしたが、多くの団体へ参加していただけるよう働きかけを行った結果、

                                                  
81 「岩手県脳卒中予防県民会議」の詳細は、以下の設立趣意書を参照のこと。

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/027/432/03syuisyo.pdf 
82 設立時の賛同・参画団体の詳細は、以下を参照のこと。

予防対策を推進します。
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現在では約 300 団体にまで増加している。来年度以降も、さらに 50 団体程度の会員を増

やしたいと計画している。脳卒中予防ということで、脳血管疾患の割合が高い業種のデー

タを協会けんぽから提供していただいたりすることで、どのような業界の企業にアプロー

チすべきかといったことも検討している。 

取り組みの 3 本柱は、「禁煙」、「食生活改善」、「健康運動」で、健康的な生活習慣の定着

と健康意識の向上・県民意識の醸成を目指している。食生活改善では、岩手県は食塩摂取

量が全国ワーストワンということから減塩運動に取り組んでいる。脳卒中予防を進めるた

めには、血圧の管理が重要であり、高血圧予防を徹底していかなければならない。毎月 28

日を「いわて減塩・適塩の日」と定めて、県民に日ごろの食生活を見直し塩分の摂り過ぎ

に気を付けてもらっている。スーパーで、食品メーカーが減塩食試食コーナーを設けてい

る場などで PR も行っている。脳血管疾患の要因は塩分だけではないが83、食生活改善の取

り組みへのきっかけとして減塩を取り上げている。 

食生活改善同時に、生活習慣病予防に向けた取り組み進め、普及啓発に取り組んでいる。 

 

図表 49 「脳卒中死亡率全国ワースト 1 からの脱却」に向けた取組 

 
    資料出所：岩手県提供資料 

 
                                                                                                                                                            
http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/027/432/05sandoudantai.pdf 
83 塩分摂取と高血圧の関係においては、後述するいわて健康データウェアハウスでは、匿名化さ

れた情報の集団と集団の比較を行っているため、個人レベルで塩の摂取量と高血圧などの疾病の

関係を解明することはできないが、別の事業において、個人の現在から生涯 後までを追いかけ

るコホート研究も行っている。病歴、服薬、介護の情報を含めた研究を行う中で、塩分と高血圧

の関連を示唆されるということもある。 
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（2）「いわて健康データウェアハウス事業」によるデータ活用 

①岩手県環境保健研究センターの概要 

「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」では、施策を着実に推進するため、あらかじめ数値

目標を設定し、データに基づく PDCA サイクル（計画 Plan－実行 Do－評価 Check－改善

Action）を取り入れて計画の進行管理を行っている。そのベースとなっているのが、岩手

県環境保健研究センターが中心となって実施している「いわて健康データウェアハウス事

業」である。 

岩手県環境保健研究センター84は、健康や環境に関する科学的・技術的拠点として、県

民の健康と岩手の環境を守るため、保健所や専門機関と連携しながら、試験・検査、監視・

測定等の業務や研究を行う機関である。調査研究では、重点目標として、「食の安全・安心

の確保」、「地域循環型社会の形成」、「多様で豊かな環境の保全」、「地域温暖化防止対策の

推進」、「地域の保健医療体制の確立」を掲げて取り組み、環境・保健行政施策を推進する

ためのデータを収集・提供している。センターは、2013（平成 25）年度現在で、所長以下

46 名の職員が勤務しており、企画情報部、保健科学部、衛生科学部、環境科学部、地球科

学部、検査部の 6 つの組織に分かれている。保健科学部は、ウィルスなどの行政検査を行

う「微生物グループ」と「いわて健康データウェアハウス事業」をはじめとして地域保健

の課題抽出・解析、情報提供を行う「地域保健グループ」の 2 つのグループで業務を行っ

ている。「地域保健グループ」は、保健師、栄養士等の技術職員の資質向上の機能も併せ持

っている。 

 

②いわて健康データウェアハウスとは 

いわて健康データウェアハウスは、生活習慣病予防対策の充実強化に資するために「生

活習慣に係わるデータ」「人口動態統計」「医療費」などの健康にかかわるデータを一元的

に集約・解析し、解析結果を医療保険者や市町村、教育現場などに還元するために構築さ

れたシステムである。2004（平成 16）年に構築された「がん等疾病（生活習慣病）予防支

援システム」をベースに、2008（平成 20）年度から始まった特定健診・特定保健指導（メ

タボ健診）のデータを取り込むことによって、2009（平成 21）年度に完成している。県の

保有するデータだけでなく、健康に関わる自治体や国保以外の保険者のデータなども集約

することで、より深い分析が可能となるデータウェアハウスを構築していることが特徴で

ある。データウェアハウスにデータ提供をしている協会けんぽとは、2014（平成 26）年 3

月に、協会けんぽと県において健康に関する覚書を結んだ。覚書締結の際に、データウェ

アハウスへのデータ提供の話にもなり、提供へ結びついている。  

                                                  
84岩手県環境保健研究センターの詳細は、以下を参照のこと。http://www.pref.iwate.jp/kanhoken/ 
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図表 50 いわて健康データウェアハウスの概要 

 

資料出所：岩手県環境保健研究センター提供資料 

 

③いわて健康データウェアハウスで収集しているデータ 

「がん等疾病（生活習慣病）予防支援システム（学校保健対象事業領域）」では、児童・

生徒の学校定期健診・生活習慣データを 2004（平成 16）年から収集を開始している。対

象となるのは、小学 1 年生・小学 4 年生・中学 1 年生・中学 3 年生・高校 3 年生の定期健

診時の身長・体重・体格のデータに加えて、アンケート形式での、食生活の状況（朝食、

間食、好き嫌いなど）、睡眠の状況（起床・就寝時間）、歯磨き習慣、身体活動、悩みを相

談できる場所等に関する質問に対する回答のデータを収集している。 

「がん等疾病（生活習慣病）予防支援システム（市町村対象事業領域）」では、市町村

の妊婦・幼児の定期健診・生活習慣データについても、同様に 2004（平成 16）年から収

集を開始している。妊婦に関しては、妊娠届出週数や喫煙・アルコール摂取の状況につい

てのデータを収集している。1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査では、身長・体重・体格、予防

接種状況、食生活の状況（乳児期の栄養・朝食・間食・偏食）についての質問と保護者の

育児の状況に関する質問に対する回答のデータを収集している。 

40 歳～74 歳の特定健診・特定保健指導に関するデータは、2008（平成 20）年からデー

タ収集を始めており、市町村国保では国保連の特定健診等データ管理システムに蓄積され

たデータを、年度ごとにデータ連結不可能匿名化し、翌年度の 11 月 15 日を期限として岩

手県環境保健研究センターに電子データが提出される。協会けんぽなどの国保以外の医療

保険者のデータも、同様なデータ収集方法となっている。 

併せて、人口動態統計データ（死亡・出生・婚姻・離婚・死産・周産期死亡・平均余命・

年齢階級別人口を電子データで収集）、疾病データ（岩手県医師会の地域がん登録、地域脳

卒中登録のデータを紙ベースで収集しデータ入力）、医療費データ（岩手県国保連の 7 月審

査分のデータを電子データで収集）など、県民の健康に関するデータをそれぞれの主体者
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が一元的に収集して分析を行っている。疾病データは、地域がん登録データが 2006（平成

18）～2012（平成 24）年度まで、地域脳卒中登録データが、2007（平成 19）～2012（平

成 24）年度までのデータを集積している。医療費に関するデータは、現在は、国保医療費

5 月分のデータについて、2002（平成 14）～2013（25 年）度分で集積している。 

特定健診については、データの入力は年に一度で、データのクリーニングは、センター

で行っており、一番手間がかかる部分でもある。センター独自で、事前にチェックするシ

ステムを作って対応しており、項目ごとに異常値を設定して、エラーが出た場合は人が判

断することで正確なデータにつながっている。 

 

④データ解析と結果の提供 

健康に関わるデータを、一元的に集約してデータ解析することで、以下のような結果が

期待されている。 

 県内全体の生活習慣データの傾向を明らかにする。 

 地域ごとに生活習慣データや人口動態統計データを経年比較する。 

 医療保険者毎に生活習慣データを比較する。 

 

将来的には生活習慣病データや保健指導データと人口統計データを比較し、その関連性

を明らかにすることが可能になり、解析データを各医療保険者等に還元することで、生活

習慣予防対策の充実強化が図られることが期待されている。 

 

各保健所には、センターのデータ（健康のデータ以外も含めたもの）が多次元分析でき

る専用ツールがインストールされた端末が設置されており、直接、いわて健康データウェ

アハウスのデータを参照することができる。また、管内の市町村、学校への支援・指導に

データを活用できる仕組みとなっている。 

収集したデータは、住所地の市町村ごとに振り分けて集計・解析し、解析結果は県本庁

や市町村が利用しやすい形にして提供し、活用されている。 

例えば、人口動態統計では、人口ピラミッド、主要死因別割合、出生数と死亡数の割合

などをはじめとした人口動態統計をグラフで示した情報を提供している。岩手県のみの数

字ではなく、全国の中の岩手県の位置が把握できるように考慮してグラフや表を作成して

いる。また、岩手県の死因の経年変化を見るため、死因別年齢調整死亡率（悪性新生物、

心疾患、脳血管疾患等）の推移（男女別）のグラフを作成している。ライフステージ別健

診・生活習慣データでは、岩手県の健診生活習慣データ、データウェアハウスで収集した

市町村妊婦・1 歳 6 か月児・3 歳児健診、児童・生徒の生活習慣データをグラフ化して、妊

婦や、同居家族の喫煙率の推移が見えるようなグラフで示している。収集したデータを経

年的にグラフ化するだけでなく、児童・生徒のデータについては、項目による関連性を検

討するためにロジスティック回帰分析によって、朝食欠食や肥満との関連の有意差を取り、



132 

提供している。特定健診結果のデータでは、市町村ごとに標準化該当比85を算出し、医療

保険者等に提供するなど、データ分析のノウハウのない方々にもデータを活用してもらえ

るよう工夫している。 

提供方法は、活用してもらうことを目的とし、センターとして提案する場合と、市町村

等の担当者から「このようなデータが欲しい」との要望が寄せられ、それに沿った形で情

報を提供する場合がある。このような情報提供の依頼は、人口動態統計データに関しては

年間で 50 件弱、生活習慣データや健診データについても同程度の頻度である。解析結果は、

エクセルなどで編集できるデータを提供するなど、それぞれのニーズにあった形に加工で

きるようにしている。 

 

（3） 考察 

岩手県では、「健康いわて 21 プラン（第 2 次）」という県の基本方針に対してエビデンス

ベースで PDCA サイクルを回すことで、施策を着実に推進することを進めている。多くの

自治体では、データを活用することの重要性を認識しているが、データ分析の専門知識と

ヘルスケア分野の業務知識を合わせて持つ人材が不足しており、蓄積されているデータを

十分に活用するまでに至っていないことが多い。岩手県は、環境保健研究センターという

データ分析の専門部門を持つことで、県の保有するデータだけでなく、市町村や協会けん

ぽ等の健康に関わるデータを集約し、より深い分析が可能となるデータウェアハウスを構

築することができている。 

また、データは収集することが目的ではなく、それを解析した結果を利用することがで

きなければ、本来の目的を果たすことにはならない。データ分析のノウハウのない方々に

もデータを活用してもらえるよう、解析結果をビジュアル化して提供したり、関連すると

思われるデータはあらかじめ分析しておくなどの工夫も大変参考になる取り組みであろう。 

残念ながら、データについては、個人を識別した形のものではなく、集団の匿名化され

たデータを収集しているため、現状では、個人を追跡し、長期間の経年変化を分析するこ

とはできていない。個人情報保護の問題もあり、このような分析を行うことの難しさはあ

るが、政府の進めるマイナンバーのヘルスケア分野への拡大利用や医療等 ID の導入などの

動向により、ヘルスケア分野のデータ活用の環境がさらに改善するものと思われる。その

際には、いわて健康データウェアハウスにおけるデータ解析の結果がさらに、県民への効

果的な健康づくり施策へとつながるものと思われる。 

 

  

                                                  
85標準化該当比とは、基準集団（本シートでは岩手県全体）での有所見率を 100 とした時に、各

市町村での有所見率を相対値で表したもの。 例えば、A 県 B 市で「男性の腹囲≧85cm」の標準

化該当比が 130 という結果であれば、Ｂ市は県全体にくらべて 1.3 倍、有所見率が高いことを

意味する。 
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4.3. 紫波町 公民連携 PPP によるまちづくり「オガールプロジェクト」 

国庫補助負担金の廃止・縮減や地方交付税の一体的な見直しなどが行われた 2000 年代後半、

厳しい財政状況や、少子高齢化による人口減少などに歯止めをかけ、地域を活性化するために、

様々な方法でのまちづくりへの取組みが進められてきた。 

岩手県紫波町は、官と民の連携による街づくりを進めていることが注目されており、「オガール

紫波株式会社」を設立し、紫波中央駅前都市整備事業「オガールプロジェクト」を進めている。

ここでは、同町の取り組みについて詳しく紹介する86。 

 

（1）岩手県紫波町の概要 

紫波町は岩手県の中心に位置し、1955（昭和 30）年 4 月 1 日に、日詰町、赤石村、赤

沢村、佐比内村、志和村、長岡村、彦部村、古館村、水分村の 1 町 8 村が合併し発足した

面積 238.98 km²、人口 33,669 人、世帯数 11,702 世帯（2015 年 12 月末現在）の町であ

る。 

東西を北上山地と奥羽山脈にはさまれた盆地地帯にあり、東北新幹線と東北本線、東北

自動車道と国道 4 号線が町を縦断している。中央の平野部を流れる北上川を中心とした部

分では稲作が中心として行われ、東側は果樹栽培が盛んとなっている。全国屈指の生産量

を誇るもち米や、小麦・そばをはじめ、ブドウ、りんご、ラ・フランスなどの栽培が盛ん

である。販売は JA 系統出荷のほか産地直売所での販売も多い。（年間販売額 7 億 2,000 万

円） 

人口は 2005（平成 17）年の 34,000 人超をピークに減少段階に入り、社会増減としては

増からプラスマイナスゼロに推移しているが、県内の他自治体に比べて減少率は低い。2、

3 年前までは 30~40 代のマイホーム購入世代の流入によって就学前から小学生までの子供

が増えたこともあり、2015（平成 27）年 1 月末現在の高齢化率は 26.97％と、岩手県内

33 の市町村の中で滝沢市、矢巾町、盛岡市、北上市などに次いで低い。若い世代の流入要

因は県内主要都市である盛岡市や花巻市（20 分）、北上市（30 分）への通勤可能圏である

という立地条件の良さであるといえる。盛岡市中心部への通勤は主に電車、その他は車が

主な交通手段となっている。 

 

                                                  
86 紫波町経営支援部企画課公民連携室主任の高橋哲也氏への 2015 年 11 月 20 日に実施したヒア

リング及び各種資料より作成 
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図表 51  県内主要市へのアクセスがよい紫波町の位置 

 
資料出所：Google マップ 

 

（2）オガールプロジェクトの概要 

「オガールプロジェクト」は、2007（平成 19）年から始まった紫波中央駅西側一帯 21.2ha

（町有地 10.7ha を含む）の都市整備事業で、公民連携手法 PPP（Public Private 

Partnership）を活用して地域再生を目指すプロジェクトである。オガールは、「育つ」を

意味する紫波の方言である「おがる」と駅を意味するフランス語「Gare（ガール）」を組

み合わせた造語で、紫波中央駅前を「紫波の未来を創造する出発駅」とする決意と、この

エリアを出発点として紫波が持続的に成長していくという願いが込められている。 

これまでに官民複合施設や役場庁舎、スポーツ施設（日本初のバレーボール専用体育館

やフットボールセンター）、宿泊施設、住宅地などをオープンしてきた 
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図表 52 オガールプロジェクトの玄関口：紫波中央駅待合施設 

 

資料出所：オガール紫波株式会社「紫波中央駅前都市整備事業オガールプロジェクト資料」 

 

（3）オガールプロジェクトの背景 

①「循環型のまちづくり」と「協働のまちづくり」 

紫波町は、藤原孝前町長87がキーマンとなって 2000（平成 12）年から住民、企業と協働

で「循環型のまちづくり」を進めてきた。 

資源循環のまちづくりでは、紫波町内の有機資源の循環活用を目指して有機資源循環施

設を整備、堆肥をはじめ、粉炭、木酢液、木質ペレットなどの製造を行っている。 

事業所や家庭から出るごみは分別され、有機資源は堆肥化する。それを使った畜産業の

廃棄物や、農業から排出されるもみ殻なども回収して利用し、可能な限り有機資源の循環

を果たしている。この堆肥などによって土壌改良された畑で生産された作物は学校給食に

も供給され、こどもたちの農業体験や調理体験などによる食育が行われている。 

森林資源は町産木材をオガールエリア内の各施設や住宅の建築に利用し、学校や役場庁

舎をはじめ、公共施設の構造材と造作材に町産木材を利用している。また、再生可能エネ

ルギーとして製材端材や間伐材などを利用した木質バイオマスの有効活用として木質ペレ

ットを製造している。木質ペレットは各施設や学校をはじめ、町内で活用されている。 

その他の無機資源は町内会や子供会などの協力組織にポイントを付与することや、啓発

活動を推進することなどにより資源の循環を果たしている。 

政策を打ち出したのは全国に先駆けてのことで、当初は地元住民からの反発もあったと

いう。「循環型のまちづくり」の推進は、行政だけでは困難であり、2005（平成 17）年か

ら住民と一緒に「協働のまちづくり」にも取り組み、市民活動の支援、地域活動の支援を

                                                  
87 藤原孝氏は、1998（平成 10）年に紫波町長に就任し、4 期 16 年間の任期を終え、2014（平成

26）年に退任している。 
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行ってきた。 近はオガールプロジェクトの公民連携手法が注目されているが、紫波町の

政策の基礎はこの「循環型のまちづくり」、「協働のまちづくり」にある。 

 

②3 つの行政課題 

その当時、紫波町では、3 つの大きな行政課題を抱えていた。 

第 1 の課題は、紫波中央駅の利用客を増やすために県住宅供給公社が整備し、町が取得

した町有地の有効活用であった。同駅は、住民が寄付や署名を集めて JR に請願し、1998

（平成 10 年）に新設された。町は公共公益施設用地として駅前の土地を購入したが、駐車

場と調整池の整備を行にとどまり、年に一度の産業まつりの駐車場や雪捨て場としての利

用となっていた。 

第 2 の課題は、役場庁舎である。庁舎の老朽化や、手続きのために複数の窓口間を往き

来することの煩雑さなどから建て替えが必要であった。 

第 3 の課題は、図書館の新設である。住民を中心に図書館を作る運動がおこったが、当

時の財政状況では設置が難しかった。 

当時、紫波町の実質公債負担比率88は 23.3 で、県内ワーストワンとなっていた。土地取

得にあたって発行した先行取得債や農業集落排水の整備などが、その要因となっていた。

実質公債負担比率が 25 を超えると地方債発行が制限されるため避けなければならなかっ

た。 

 

③「公民連携のまちづくり」のスタート 

紫波町では、役場庁舎の建替えや図書館の新設要望などがあり、必要な公共施設を整備

する用地は 10 年前に取得していたものの、町財政の状況は施設整備に着手できる状況には

なかった。そのような中、2006（平成 18）年 4 月から東洋大学大学院経済学研究科に「公

民連携専攻」が設置され、都市開発・地域開発の経験を持ち、町内建設会社に勤務する岡

崎正信氏89が本専攻に入学し、研究したことで、町に対し「地方自治体の財政状況が厳し

いとすれば民間の様々な力を導入して公共目的を達成できるのではないか」との情報提供

と提言がもたらされた。これをきっかけに、公民連携手法 PPP でのまちづくりの機運が高

まり、藤原孝前町長は、2007（平成 19）年 3 月の定例議会において「平成 19 年度は公民

連携元年である」と表明し、町職員 1 名を東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻に 2

年間の公費入学をさせることとなった。 

紫波町経営支援部企画課政策調整室に公民連携によるまちづくりのためのプロジェクト

                                                  
88 公債費負担比率は、公債費充当一般財源（地方債の元利償還金等の公債費に充当された一般財

源）が一般財源総額に対し、どの程度の割合になっているかを示す指標であり、公債費がどの

程度一般財源の使途の自由度を制約しているかをみることにより、財政構造の弾力性を判断す

るもの（総務省） 
89 岡崎氏は、現在も、オガールプラザ株式会社代表取締役として、オガールプロジェクトに深く

関わっている。 
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を設置し、2007（平成 19）年 4 月には、東洋大学との間に「公民連携の推進に関する協定」

を締結、大学側は 小の財政負担で 大限の公共的目的を達成することを目指す「地域再

生支援プログラム」として可能性調査を実施することとなった。 

2007（平成 19）年 8 月に提出された調査結果報告書では、「可能性あり」の方向性が示

されたことで、2007（平成 19）年 11 月に紫波町 PPP 推進協議会を設立し、「全国都市再

生モデル調査事業」を進めることとなった。農商工関係者、町民、行政を含む 23 名が委員

となり、町民の意向調査と民間企業の意向調査が実施され、2009（平成 20）年 6 月に紫波

町 PPP 推進協議会の調査結果と提言が提出された。町による「紫波町公民連携基本計画

（案）」も策定された。 

紫波町では、公民連携の取り組みの前から、「循環型のまちづくり」、「協働のまちづくり」

を進めてきており、市民参加を活性化するため、他の自治体ではあまり例が見られない「協

働支援室」を設置している。オガールプロジェクトの推進・展開にあたっても、町民説明

会、意見交換会、まちづくり座談会、パブリックコメント、ワークショップなど積極的に

市民参加活動を行ったことも特徴的である。当初、一括で民間に開発権を付与する計画を

策定したが、発表により世論が沸騰し、「どのような企業が来るかわからない」「民間に任

せて大丈夫か」という不安の声が上がった。その後も町民と 100 回に及ぶ座談会や意見交

換会などを重ねた。企業立地研究会も設立され、1 年半程度の期間をかけて民間企業 40 社

の意向調査などを行い、町民、行政、企業が「公民連携」の理解を取り付けることができ

た。 

これにより、2009（平成 21）年 2 月に「紫波町公民連携基本計画」が策定され、2009

（平成 21）年 4 月、国土交通省に受理された紫波中央駅前地区の「都市再生整備計画」に

基づき、道路などインフラを整備する紫波中央駅前整備事業「オガールプロジェクト」に

着手することになった。 

 

（4）公民連携によるオガールプロジェクトの推進 

①オガールプロジェクトの開発理念と考え方 

「紫波町公民連携基本計画」の中では、環境や景観に配慮した街づくりを目指して、「都

市と農村の暮らしを『愉しみ』、環境や景観に配慮したまちづくりを表現する場とする」と

するという理念を明確化している。理念に沿った以下の開発の考え方でオガールプロジェ

クトを進めている。 

  



138 

 

図表 53 オガールプロジェクトの開発の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、優れたデザインを採用し地域の価値を高めるために 2010（平成 22）年 3 月に「オ

ガール地区デザインガイドライン」を策定し、統一されたデザインによるまちづくりを進

めている。「敷地に価値なし、エリアに価値あり」いう考えの下にオガールデザイン会議を

設置し、美しいまちなみと優れたデザインによるエリアの価値の向上を進めてきた。 

ガイドラインは、アーバンデザインの目標や、緑の大通り、住宅地、外周等のゾーンの

デザインガイドラインなどからなり、建築の仕様やランドスケープのコンセプト等が決め

られている。これらの地区内で建築行為を行うものは建築確認申請の前に「地区計画の区

域内における建築行為の届出」を行うことが義務付けられている。 

 

②オガールプラザの事業ストラクチャー 

オガールプロジェクトにおいて、公民連携複合施設第 1 号となるオガールプラザの事業

ストラクチャーは以下のような構造となっている。 

プロジェクトの中心組織となっているオガール紫波株式会社90は、2009（平成 21）年に

資本金 390 万円を町が出資して設立された。当初は公民連携手法の調査研究を行い、事業

実施にあたり資本金を 1000 万円に増資した際に民間の資金を導入し、町の出資比率を 39

パーセントに下げた。これにより、オガール紫波株式会社は、「第三セクター」となり、民

間企業として動けるようになっている。 

  

                                                  
90 オガール紫波株式会社の詳細は、以下を参照のこと。http://www.ogal-shiwa.com/ 

1. 農村（田園）と都市（街）が共生するまち 

 紫波の農作物や農村の良さに触れることができ、そして都市機能が集積され

た、使いやすく人が集うまちを目指しています。 

2. 若者、高齢者、すべての人が希望を持ち、安心して暮らせるまち 

 住環境が充実し、そして多様な雇用が生まれ、若者が学び・働き・挑戦でき

る環境が充実したまちを目指しています。 

3. 人にも地球にも「やさしい」まち 

 環境への配慮を実践し、そしてすべての人にやさしい街を目指しています。
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図表 54 オガールプラザの事業ストラクチャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：紫波町経営支援部企画課公民連携室 高橋氏提供資料より作成 

 

 

（5）オガールプロジェクトの施設概要 

オガールプロジェクトは、オガールエリア 10.7ha の開発からスタートし、引き続き商店

街の再開発、 後に住宅地と既存商店街地域を結ぶ地域の開発を目指していた。紫波町の

「公民連携基本計画」に基づき、これまでに公園や下水道の整備事業、官民複合施設、役

場庁舎などの事業棟の建設を行ってきた。 

紫波町を中心として半径 30km 以内には約 60 万人が住んでおり、これは県内 大の商

圏となっている。オガールプロジェクトでは、この商圏で「消費活動を目的としない人」

を 30 万人集めれば、自然と付帯サービスはその周辺に起こると考えている。そして、図書

館や役場庁舎、フットボールセンターなどのほか、民間施設が整備されてきた。 
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図表 55 オガールプロジェクト 紫波中央駅前事業概要 

 
資料出所：オガールプロジェクト http://ogal-info.com/ 

 

図表 56 オガール地区の施設レイアウト 

 
資料出所：資料出所：紫波町経営支援部企画課公民連携室 高橋氏提供資料 
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①オガールプラザ：2012（平成 24）年 6 月オープン 

町の公民連携複合施設の第 1 号となる紫波町図書館、地域交流センターを含む施設がオ

ガールプラザである。オガールプラザは、オガールプラザ株式会社が事業主体として建設

され、工事費は 10 億 9500 万円で MINTO 機構91の出資制度も活用した。完成後に中央棟

を町に売却し、その他の部分のテナント賃料を建設費の返済に充当している。土地は町の

所有であり、年間 380 万円の賃料収入や固定資産税、法人住民税などの収入を上げ、間接

的に図書館のサービスに投資している。本来は収入を見込めない図書館を、複合施設にす

ることによって持続可能な公共サービスの提供が可能となっている。 

 

図表 57 オガールプラザ 

 
資料出所：筆者撮影 

 

オガールプラザの建物は大きく三つに分かれていて、中央部の情報交流館（図書館＋地

域交流センター）部分は完成後に町が買い取り運営している。左右の民間施設部分は生活

利便と余暇を合わせて享受できる場として、産地直売所、医療関係者、学習塾、飲食店な

どの県内事業者が入居している。産直紫波マルシェは、売り場面積約 200 坪、高さ約 12

メートルの木造吹き抜けの大空間である。朝採りの新鮮野菜や、畜産加工品、三陸の魚介

類、惣菜や和洋のスイーツなどがそろっている。 

図書館は、近隣半径 30km の地域の住民を対象とし、年間 17 万人の利用を見込んでい

る。図書の貸し出しと蔵書を集めるという本来の図書館の機能に加えて、若手の農業者が

                                                  
91 MINTO 機構（民間都市開発推進機構）は、「民間都市開発の推進に関する特別措置法」（民都

法、昭和 62 年施行）に基づく民間事業者による都市開発を支援するための主体として国土交

通大臣の指定を受けた財団法人。1987（昭和 62）年の設立以来、民都法並びに「都市再生特

別措置法」（平成 14 年施行）に基づく都市開発推進の政策の担い手として、融資・出資等の

資金面をはじめ、情報提供、実施手法のアドバイスなど都市開発事業に対し多様な支援を行

っている。民間都市開発推進機構の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.minto.or.jp/archives/results_02.html 
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農閑期に勉強できるカフェも開催している。カフェは、冬場の農閑期に若手農業者と先輩

農業者の交流から始まり、農業を中心とした暮しについて考えるために農家の人や飲食店

の人からも話を聞くなど、紫波町の基幹産業である農業へのビジネス支援や、他産業との

つながりへ広がっている。 

紫波町の図書館運営の考え方は高く評価され、NHKの番組92で「人口3万あまりの町に、

年間のべ 20 万人が訪れる図書館があります。盛岡のベッドタウン、岩手県の紫波町です。」

と紹介されたこともある。 

情報交流館93にある大小 7 つのスペースは、多目的に利用できるよう「会議室」ではな

く「スタジオ」という名称を付けた。当初は 800 席の大ホールを作る構想もあったが、そ

れは隣接自治体の施設を利用してもらうこととして、大スタジオの定員は 100 席とした。

大スタジオでは音楽発表や講演会もできることから、平均して一日 1 組以上の利用がある。

その他のスタジオも稼働率が高く、一番利用が多い音楽スタジオは一日 5～6 回転すること

もある。 

紫波町の視察への対応も、当初情報交流館のみを利用していたが、 近は稼働率が高く

ほかの施設を利用することもあるという。 

 

図表 58 大スタジオ 

 

資料出所：筆者撮影 

 

                                                  
92 NHK「おはようニッポン」の「変わる図書館 利用者増加の秘密は」

http://www.nhk.or.jp/ohayou/marugoto/2014/11/1104.html 
93 紫波町情報交流館の詳細は、以下の参照のこと。http://studio.town.shiwa.iwate.jp/guidemap 
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図表 59 音楽スタジオ 

 

資料出所：筆者撮影 

 

②オガール広場：2012（平成 24）年 8 月完成 

広場の整備に当たっては適切な情報提供と、運営と維持の担い手を育てるために市民参

加を行ってきた。市民参加ではワークショップ（担い手づくりワークショップ）を開催し

て「何がほしいではなく、どう利用するか」など、参加者が自分事として広場のあり方に

ついて議論した。 

現在、広場利用の多くが市民の自主企画・自主参加で行われている。 

多様な使い方を誘導するために極力規制をしないようにし、火気の使用も適宜許可する

ことで、バーベキューでの利用もできるようになっているという。 

 

③オガールタウン日詰二十一区：2013（平成 25）年 10 月分譲開始  

オガールタウンは、紫波町の循環型まちづくりの理念を基礎とした、1 区画約 228 ㎡、

57 区画の住居地域である。オガールタウン景観協定により建築物の構造や外観などに規制

を設け、景観と環境に配慮したまちとして町が直接分譲している。 

協定は、魅力的なコミュニティや地域経済の活性化などにより住民が愛着をもって住め

るまちを目指して策定され、協定緑地に整備される植栽は夏冬が過ごしやすいように落葉

樹が指定されている。また、分譲は建築条件付き宅地分譲としており、建築物の断熱性、

気密性（年間暖房負荷 48kWh/㎡以下、相当隙間面積 0.8 ㎠/㎡以下）などの数値も定めら

れている。さらに、人材及び町産木材の活用促進のために、施工は町内の工務店を利用す

ること、構造材における町産木材の利用率が 80%以上であること、などの建築条件も設け

ている。これらの条件を満たすために紫波型エコハウスのモデルハウスでは、断熱効果の

高い外壁（屋根 30 センチ、壁 20 センチのグラスウール）や窓（トリプルサッシ）が採用

されている。これらの条件を満たさない場合は土地の買い戻しの特約が定められているが、



144 

住宅の施工主に対しては建築資金の一部補助や固定資産税の減免などの措置を設けている。 

指定事業者94に対しては研修会を開催することによって、断熱改修をこれからの紫波町

の産業と位置付けている。また、大量の宅地を一気に分譲するのではなく、3 年程度かけ

て段階的に販売することなど、地域の事業者が安定した経営ができるよう配慮している。 

 

図表 60 紫波型エコハウスサポートセンター 

 
資料出所 オガールタウンホームページ動画より http://town.ogal.jp/ 

 

④エネルギーステーション：2014（平成 26）年 6 月完成 

オガールエリアのほぼ中央の D 街区には、エネルギーステーション（紫波グリーンエネ

ルギー株式会社）がある。エネルギーステーションの地域熱供給システムは、バイオマス

ボイラー（500kW、1050t/年）で木質チップを燃焼し、地下に張り巡らさせた配管を通し

てオガール内の役場庁舎やオガールベース、住宅などに冷暖房・給湯用として熱供給して

いる。 

夏季には役場庁舎やオガールベースでは、建物内の熱交換器を通して冷房用として利用

できる。 

 

                                                  
94 2016（平成 28）年現在、町内 14 事業者 
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図表 61 エネルギーステーション 

 

資料出所：紫波町経営支援部企画課公民連携室提供 

 

図表 62 宅内の熱交換器 

 
資料出所：筆者撮影 

 

D 街区には、保育所（平成 29 年 4 月開所予定）や民間事業街区（平成 28 年冬オープン

予定）の建設が予定されている。 
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⑤オガール大通り公園：2014（平成 26）年 7 月完成 

JR 紫波町中央駅からオガール東・西広場を抜けた位置にある開放的な芝生広場で、北側

には薬師神社が隣接している。オガールエリアを訪れた人たちの憩いの場となることだろ

う。 

 

⑥オガールベース：2014（平成 26）年 7 月オープン 

ビジネスホテル、バレーボール専用アリーナ、飲食店、コンビニ、事務所などが入る民

間の施設である。 

バレーボール競技場は狭小なバレーボール市場（スポーツ市場の約 8%）を対象とした専

用施設。通常はマーケットが大きい分野を対象としようとするが、このプロジェクトでは、

あえて小さい市場を狙ったことが特徴的である。 

バレーボールアカデミーを開催し、スポーツを通じて社会に出た時に通用する人材を育

てている。バレーボール専用で宿泊施設を併設している施設としては、国内に類が無く、

全国から人が集まっている。 

資金調達はすべて銀行からの融資（7 億円）を受け、国土交通省からは「木造建築技術

先導事業」として補助金を受けた。 

 

図表 63 オガールベース 

 

資料出所：筆者撮影 
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図表 64 バレーボールアリーナ 

 

資料出所：筆者撮影 

 

⑦役場庁舎：2015（平成 27）年 5 月開庁 

紫波町が抱える庁舎の分散、老朽化、耐震性などの問題解決と、町民サービスの向上を

めざして新庁舎を建設した。 

庁舎は 15 年 5 月紫波シティホール株式会社が 21 億 7 千万円で建設した木造一部 RC 造

3 階建てで、木造庁舎としては国内 大級の建築物となっている。建築後に町に所有権を

移転する PFI（BTO）方式で建設された。 

建設に際しては、駐車場の確保や歩行者や高齢者・障害者に配慮した通路、オガールエ

リアの他施設との連携や住宅地との境界部の植栽帯の確保など、潤いある街並みを形成す

ることなどに配慮した。 

 



148 

図表 65 役場庁舎 

 

資料出所：筆者撮影 

 

図表 66 役場入口 

 

資料出所：筆者撮影 

 

⑧岩手県フットボールセンター：2012（平成 23）年 4 月オープン 

公益社団法人岩手県サッカー協会岩手県フットボールセンターを誘致したフットボール

専用施設で、世界 高水準の人工芝のグラウンドの導入と、木造 2 階建てのクラブハウス、

グラウンドの下には砕石層を入れて雨水処理施設を設けるという公共資産活用型施設であ

る。 

総工費 1 億 7000 万円のうち、都道府県フットボールセンター整備助成事業助成金 7500

万円（日本サッカー協会）と紫波町助成金 6000 万円、岩手県サッカー協会およびサッカ



149 

ー協会会員負担 3500 万円によって建設された。サッカー協会からは地代として年間 300

万円が町に支払われる。 

岩手県サッカー協会が運営を行い、地元サッカーチームの試合やスポーツイベント、練

習場などに使われている。 

 

（6）オガールの推進体制と公民連携室の役割 

行政の役割は規制と誘導。規制が先行すると投資を呼び込むことは難しく、人を集める

ためには民間が行使できる環境を整え「誘導」することが大切という考えの下に、公民連

携室が横串となって町内の調整をしている。現在、公民連携室には 4 人の担当者が在籍し

ている。プロジェクト推進にあたっては、多くの利害関係者との調整が必要となるが、少

数精鋭の体制で取り組んでいる。 

オガールプロジェクトでは、町役場内においても、多くの連携が必要である。インフラ

整備は都市計画部門、図書館建設は教育部門（現在の所管課は企画部）、エネルギーステー

ションやエコハウスは環境部門というように、プロジェクトの内容によって担当部門を変

えることになるが、その調整役が公民連携室となる。また、事業実施後には、各担当課へ

事業等を移転することになる。 

 

図表 67 オガールの推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：紫波町経営支援部企画課公民連携室 高橋氏提供資料より作成 
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（7）プロジェクトの成果と今後の課題 

自治体による大型ショッピングモールの誘致などが数年で破たんする例が多くある中、

オガールプロジェクトは「消費活動を目的としない人を集める」ことに主眼を置いている

ことが大きな特徴である。人を集めることによって、周辺に商業サービスが産まれる。さ

らにそれを目指して新しい人が入ってくる。そのスパイラルによってエリア価値が高まる

という考え方である。その結果、県内内陸部で地価上昇している 2 か所のうち、2 年連続

で上がっているのはこのエリアだけとなっている。 

現在、オガールエリアには年間 80 万人を超える人が訪れ、産直は毎年売上を伸ばしてい

る。オガールプラザ開業から 3 年経過したが、来場者は順調に増加しており、2014（平成

26）年度には情報交流館の来館者 33 万 3000 人（前年比 107％）、紫波マルシェ売上 4 億

1,321 万円（前年比 106％）、レジ通過者数 28 万人（前年比 105％）、来店者数は約 50 万

人を達成した。図書館利用者は当初の予想より増加し、図書カード発行の 4 割が町外住民

となっている。 

2007 年から 2015 年までで町内人口は 775 人減少（自然減）したが、紫波中央駅を中心

とした半径 500m 圏内は 398 人増加（社会増）した。 

これらの数字からわかるように、プロジェクトは定住と人口増加、産業振興につながっ

ている。次の展開として、日詰リノベーションまちづくりが 2015（平成 27）年にスター

トし、その後里山へ展開することを見据えている。 

オガールプロジェクトの開始当時は、町役場がオガールエリア内に移転することで「商

店街がつぶれてしまう」といった危惧を訴える人々もいたが、プロジェクトの成功を受け

て、「オガールに人が集まっているならは、それを呼びこむ工夫をしよう」というように考

え方に変化がみられるという。遊休不動産を活用する行動を起こすことが、人が集まる商

店街になることにつながる。 

オガールプロジェクトによる公民連携のまちづくりが成功事例として紹介され、今は多

くの人々がオガールプラザ等に集まっている。しかし、「飽きられてしまっては、人が来な

くなる」と考え、常に人が来てくれるような工夫をしていくことが必要である。投資が回

収され、すべての借入金が返済された時がプロジェクトの真の成功であると考えている。

オガールプロジェクトを中心として、「紫波町は楽しい」とのイメージが町外にも広がるこ

とで、紫波町はこれからも変わっていくことができる。 

 

（8）考察 

紫波町では、必要な公共施設を整備する用地は取得しており、役場庁舎の老朽化や図書

館の新設要望など町内の施設整備が急がれるという状況にありながらも、厳しい町財政に

よりプロジェクトを進めることができなかった。このような状況を突破できたのは、東洋

大学からの専門家による指導の下、公民連携という新しい手法を取り入れることを決断す

ることできたためである。 
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しかし、「 小の財政負担で 大限の公共的目的を達成する」という目標は、シンプルで

ありながら、難しい目標でもある。公民連携により多くのステークホルダーが関与するプ

ロジェクトでは、「船頭多くして、船、山に登る」ことになりかねない側面も持っている。

そこには、「循環型のまちづくり」実現を目指した市民参画の土壌が紫波町にあったことも

重要である。 

また、ひとつのエリアに、公共、民間の施設・サービスを整備することで、相乗効果と

効率化が図られていることも注目に値する。 

少子高齢化が進む中、多くの自治体にとって、インフラ整備や社会福祉サービスの維持

は喫緊の課題である。将来的には、すべてを国や自治体のお金で十分に提供することも難

しくなる状況は想像に難くなく。公民連携のような新しい手法によって、高いニーズはあ

りながらも十分に供給できていない介護や育児のサービス提供の検討にも期待が高まる。 
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4.4. ソフトバンク「モバイルヘルスへの取り組みと Pepper の活用」 

ソフトバンクにおける医療・ヘルスケアへの取り組みは、2008（平成 20）年より開始しており、

発足当初の提供サービスは 3G の携帯電話を利用するサービスであった。その後のネットワーク

や携帯端末等の技術革新を受けて、クラウドや iPad を医療分野に活用する方向へ進み、近年では、

人型ロボットやコグニティブ・コンピューティングの活用など、 先端の技術によるサービス提

供を行っている。ここでは、ソフトバンクにおけるモバイルヘルスへの取り組みについて詳しく

紹介する95 。 

 

（1）ソフトバンクの医療・ヘルスケアへの取り組み 

ソフトバンク96が、医療・ヘルスケア分野に参入してからの取り組みの流れをまとめた

のが以下の図表である。 

 

図表 68 ソフトバンクの医療・ヘルスケアへの取組み 

 

資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

                                                  
95 ソフトバンク株式会社 ヘルスケアプロジェクト推進室 推進 2グループ担当部長の小林広明

氏への 2015 年 11 月 4 日に実施したヒアリング及び各種資料より作成 
96 ソフトバンク株式会社は、ソフトバンクテレコム（旧日本テレコム）、ソフトバンクモバイル

（旧ボーダフォン）、Y モバイル（旧 e アクセス＋ウィルコム）などが合併し、ソフトバンクのホ

ールディング会社の下に 2015（平成 27）年 7 月に社名（商号）変更している。 
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2008（平成 20）年の携帯電話を利用した健康管理サービス「リフラ」97の提供からスタ

ートして、2009（平成 21）年には、治験業務支援システム「Clinical Effort98」の提供、

2010（平成 22）年には、「光の道」医療クラウド構想99を発表している。「光の道」は。当

時の原口総務大臣が提唱した新たな情報通信施策で、今後の知識情報社会を支える基盤の

構築を目標とするものであり、菅内閣（当時）の新成長戦略にも盛り込まれたものである。

ソフトバンクの医療クラウド構想では、「光の道」が生み出す世界として、高度な電子教育

や電子医療をはじめとして、様々な次世代サービスを実現することが可能であるとし、電

子カルテ端末を通じて、医療クラウドに蓄積された情報に、 必要な場所で、必要な人がア

クセスすることができれば、その結果、より精度の高い診療が可能になる未来を描いた。 

2011（平成 23）年 3 月には、GE ヘルスケアと医療画像ホスティングで提携し、クラウ

ドを活用したデータホスティング事業で医療画像の低コスト・高セキュリティ管理するサ

ービスを提供することとなった。この事業を発表した直後に東日本大震災が発生し、クラ

ウドによる医療データ管理のメリットが実感されることとなった。 

 

①遠隔病理診断システム 

 

2012（平成 24）年 1 月に提供を開始した遠隔病理診断システムでは、病理医不在の病院

と病理医在籍の病院を VPN で接続し、遠隔での画像診断により、がん細胞の病理診断を

行う支援サービスである。顕微鏡の代わりにバーチャルスキャナを利用して病理画像を送

信すると、その画像を遠隔でコンサルティングすることができる。医療保険では、手術中

の細胞診断は診療報酬の対象になるが、そうでない場合は対象外であるため、どのような

形でビジネスモデルとするかは課題がある。 

 

                                                  
97 健康管理サービス「リフラ」は、日々の摂取カロリーや体重・体脂肪、血圧、歩数などの健康

関連データを入力できるツール。看護師や栄養士、薬剤師などの専門家に 24 時間 365 日、健康

関連の相談ができる電話サービスも合わせて提供した。対応端末はソフトバンクモバイルの 3G
端末（ディズニーモバイル端末を含む）で、利用料金は月額 315 円となっている。 
98 治験業務支援システム「Clinical Effort」は、主に製薬会社が実施する新薬や既存薬の臨床研

究や治験業務全般の効率化を目的とした共同利用型の臨床試験業務支援 ASP サービス。情報は厚

生労働省の示す各種ガイドライン等に準拠して集約管理され、業務の省力化、効率化を果たす。

http://tm.softbank.jp/other/healthcare/detail/#detail_03_03 
99 詳細は、ソフトバンク「光の道実現に向けて」を参照のこと。

http://webcast.softbank.jp/ja/pdf/hikari_road/hikari_road_doc.pdf 
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図表 69 遠隔病理診断システム 

 
資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

②SoftBank HealthCare 

SoftBank Health Care は、ウェアラブル端末（体組成計等）を利用したヘルスケアサ

ービスで 2013（平成 25）年 7 月にサービスを開始している（図表 70）。リストバンドや

体組成計などの専用デバイスを利用し、日々の活動量や体組成データを記録・蓄積するも

ので、無理なく運動不足を解消し、体調管理やスリムな体作りなどのサポートを行うこと

ができる。手軽にスマートフォンやパソコンでカラダの状態を管理できるというメリット

がある。 

スマートフォンによる健康管理や、通信モジュールのついた体組成計はジムなどで需要

が多く高い評価を得ているが、リストバンド等のウェアラブル端末は高価であることや、

ユーザーから飽きられやすいということが課題となっている。 
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図表 70 SoftBank HealthCare 

 

資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

 

③治験情報プラットフォームスマート SDV 

2015（平成 27）年からは、治験情報プラットフォームスマート SDV で治験の IT 化

に取り組んでいる（図表 71）。SDV というのは、製薬会社が治験の信頼性を上げるた

めに治験の記録・報告とカルテなどの原資料とを照合・検証することで、タブレット

端末でカルテを撮影し、クラウドで保管することで、遠隔地から閲覧を可能とし、業

務の効率化を図るシステムである。治験データは病院から持ち出すことができないた

め、製薬会社は、治験を依頼した病院に出向きデータを書き写す必要があるが、紙で

の記録では記入漏れや記入ミスなどの問題がある。この SDV を活用することで、人為

的なミスも防ぐことができる。 
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図表 71 治験情報プラットフォームスマート SDV 

 
資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

 

④ICT を活用した診療支援技術研究開発プロジェクト100 

2015（平成 27）年 8 月、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）における

「ICT を活用した診療支援技術研究開発プロジェクト」に採択されたのが「表情・音声・

日常生活活動の定量化から精神症状の客観的評価をリアルタイムで届けるデバイスの開発」

である。これは、株式会社 UBIC MEDICAL、株式会社アドバンスト・メディア、株式会

社システムフレンド、セムコ・テクノ株式会社、ソフトバンク株式会社の 5 社の協働プロ

ジェクトであり、モーションセンシング技術により患者の動きをとらえ、オムロンの画像

センシング技術で表情の詳細を認識することによって、うつ病患者の深刻度をスケール化

し、客観的に診断するものである。 

現在は、精神科領域における患者症状の重症度評価は、患者の自覚症状や評価者の観察

に基づいている。そのため、薬効の客観的な判定が難しく、新薬開発のための治験の障壁

ともなっている。客観的評価尺度が利用できるようになれば、医師の経験や感覚に頼って

いた重症度や治療効果の判定が客観性をもったものになり、治療選択が科学的根拠に基づ

くものとなる。さらに客観的指標の普及によって治療実績の評価・比較が容易になるとい

う。 

このプロジェクトでは、従来定量化できなかった患者の思考や表情、発言内容を可視化

し、臨床評価や治療に活用するもので、具体的には、診療時における表情、音声、体動な

どのデータをデバイス内で一次解析し、クラウドに転送、重症度評価のアルゴリズムと突

                                                  
100 ICT を活用した診療支援技術研究開発プロジェクトの詳細は、ソフトバンクのプレスリリース

を参照のこと。http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2015/20150825_01/ 
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合して症状を客観的に評価し、リアルタイムで診察室に結果を提示する。スマートフォン

などをプラットフォームとして過去数週間の生活活動データをクラウドで入手し診察室で

のデータと融合、解析を補完することもできる。ソフトバンクは日常生活における睡眠状

態や活動などの睡眠のデータを集めることを担当している。 

 

（2）多職種連携をスムーズに実現する医療介護専用 SNS 「メディカルケアステーション

（Medical Care Station）」 

ソフトバンクが、2013（平成 25）年から日本エンブレース社との協業により提供してい

るサービスに、「メディカルケアステーション 」がある。高齢者が住み慣れた地域で自分

らしい暮らしを続けるために医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャなど様々な組織や職

種の人が、連携して、高齢者（患者）を支える地域包括ケアの重要性が高まっている。「メ

ディカルケアステーション」は、完全非公開型の医療介護専用の招待制 SNS で、あらゆる

医療介護関係者とスムーズに連携し、患者を中心とした情報共有ができる仕組みとなって

いる。 

「メディカルケアステーション」は、iPad やスマートフォン、パソコンなど、 新のモ

バイル端末に対応したクラウド型サービスであるため、院内や施設内はもちろん、外出先

からでも必要な情報へ簡単にアクセスできる。電子カルテと「メディカルケアステーショ

ン」の両方に入力するのは煩雑という医師たちのために、有料にはなるが連携システムの

提供も行っており、何度も同じ情報を入力するような煩雑さを減少させる設計となってい

る。 

医療介護関係者は無償で利用することができるため、医師会などからの導入事例多数あ

り、全国で 50 以上の実績がある。群馬県や栃木県などでは県医師会主導での導入が進んで

いる。 

 

①利用者単位のグループ作成による情報共有 

メディカルケアステーションでは、患者や利用者単位で作成したグループに関係する多

職種（医師、看護師、薬剤師、ケアマネージャー、ヘルパー、患者家族）を招待し、情報

を共有することができる。電話での連絡は時間的配慮などから難しいが、このシステムを

利用することで、容易に顔を合わせることができない医師、看護師、薬剤師等がリアルタ

イムに情報共有することができる。タイムラインには家族が参加することもでき、医療介

護スタッフ専用のタイムラインと、患者家族もはいれるタイムラインを分けて利用できる。

スマートフォンや iPad は写真撮影もできるので、患者の褥瘡の状況や利用者の枕元に置い

てある引継ノートを撮影して登録し、それをリモートで参照して簡単に情報共有すること

も可能である。 
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図表 72 メディカルケアステーションによる新しい情報共有 

 

資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

 

②MCS 公式アプリの活用 

医療・介護関係者、それぞれの特徴を生かした MCS 公式アプリが用意されている。公

式アプリには、電子カルテ、レセコン、PACS、介護支援（介護施設向けの主治医意見書関

連、予約システムなど）、看護支援といった様々なユーティリティが用意されている。公式

アプリの利用により関係者の利便性が大幅に向上し、横断的な情報連携・共有が実現し、

リアルタイムでの情報共有により、患者・利用者の診療やケアの質を向上させることがで

きる（図表 73）。 
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図表 73  MCS 公式アプリの活用 

 

資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

（3）地域健康医療情報プラットフォーム HeLIP 

医療の効率化や個人の健康管理、災害時の緊急医療などを目的として 2014（平成 26）

年10月から提供開始しているのが、地域健康医療情報プラットフォームHeLIP101である。

これは、地域医療情報、健診情報等を共有するストレージサービスで、株式会社電算102が

開発した健康・医療情報プラットフォーム「HARMONYsuite103」とテクマトリックス株

式会社104の医療情報暗号化・分散保管システム「NOBORI105」の医療画像管理技術の連携

により構築されている。地域の医療機関、検査・検診センター、自治体などが所有する地

域生活者の健康や医療に関するデータをクラウド上で集積し管理することで、共通のイン

ターフェースや認証基盤を通じ、医療機関の情報システムを連携させ、地域医療連携の効

率化を可能にする。 

一般的に、医療情報は分散型で災害時に病院が損壊したら情報共有できないという課題

があるが、これを集中型にすることにより災害時にも診療を継続することができる。クラ

ウド化するにはランニングコストがかかるが、メンテナンスや機器の更新費用は発生しな

いという利点を持っている。 

 
                                                  
101 地域健康医療情報プラットフォーム（HeLIP）については、ソフトバンクのプレスリリースを

参照のこと。http://www.softbank.jp/corp/group/sbtm/news/press/2014/20141022_02/ 
102 株式会社電算の詳細は、以下を参照のこと。http://www.densan-ginza.co.jp/ 
103 健康・医療情報プラットフォーム「HARMONYsuite」の詳細は、以下を参照のこと。 
http://www.dsnx.net/HARMONYsuite/index.html 
104 テクマトリックス株式会社の詳細は、以下を参照のこと。https://www.techmatrix.co.jp/ 
105 医療情報暗号化・分散保管システム「NOBORI」の詳細は、以下を参照のこと。 
http://nobori.in/product/nobori/point/ 
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①HeLIP の機能 

地域健康医療情報プラットフォーム HeLIP は、主幹となる病院にゲートウェイを置いて

データの読み書きをし、小さい病院や診療所は参照のみを行うシステムであり、個人の疾

病・健康管理に利用することできるとともに、地域医療連携として、自治体が慢性疾患の

患者を把握することにも活用できる。健康・医療情報連携に必要な SS-MIX2 標準化スト

レージや ID 連携機能（名寄せ機能）、認証基盤（HKPI 含む）、ビューアなどの機能が備わ

ったプラットフォームであるため、すぐに連携可能となる。 

 

②HeLIP の特徴 

HeLP の特徴としては、第 1 に複数の地域で健康医療情報プラットフォームとして活用

されている実績あるシステムをクラウドで提供しており、SS-MIX2 や HPKI を標準で装備

していることがある。第 2 に、クラウドサービスとして提供することで、多大な初期投資

やシステム更新費用が不要で、補助金に頼らない持続可能なシステムを実現可能とするこ

とである。第 3 に、医療関係者のコミュニケーションプラットフォームとしての利用から、

将来的には PHR としての活用も可能であることがある。利用者同意のもと、個人の健康

データやゲノムデータ等を連携し、Watson などのシステムを利用して健康アドバイスや見

守りができるような拡張も可能となっている。 

 

前述のコミュニケーションプラットフォームである「メディカルケアステーション」、健

康医療情報プラットフォーム HeLP の連携により、地健康医療情報の総合的な活用が可能

となる。 

図表 74 ヘルスケアプラットフォーム全体イメージ 

 
資料出所：ソフトバンク提供資料 
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（4）IBM Watson106の医療・ヘルスケア分野での活用 

2015（平成 27）年 2 月、ソフトバンク（当時はソフトバンクテレコム株式会社）は IBM

と日本での IBM Watson（以下、Watson）展開において戦略的な提携を行うことを発表し

た。Watson は、その経験によって学習していくコグニティブ・テクノロジーを利用した人

工知能型システムで、人間の言葉を理解して仮説を立てて検証し、人間が求めていること

を深読みして答えを導き出す。例えば、コールセンターで電話を受けて、問い合わせ内容

の判断、適切な回答をすることができる。電子カルテは単に記録しているだけなので役に

立たないというドクターが多くいるように、データは二次利用しないと意味がない。

Watson のような人工知能を組み合わせ、患者の症状などの主幹データ（Subject）や身体

診察・検査から得られた客観的データ（Object）を入力すると、病気を特定（Assessment）

し、治療法（Plan）を考える医師の業務を支援することも可能となる。ソフトバンクは、

日本での Watson の開発と市場への導入について共同開発に着手している。 

Watson は膨大な医療系の論文を読み込むことができる。日進月歩の世界である医療分野

では、従来の正しいとされていた情報が、後に間違っていたことが証明されることもある。

仮に矛盾する結果を示す論文があっても、高度な学習法をもって複数の論文により 適な

判断することができる。医師であっても、特殊な状況下のすべての疾病等についての知識

があるわけではない。患者の症状を Watson に入力すると、根拠に基づき病気や治療法を

提示することで、医師の診断の過誤を減らし、エビデンスに基づいた治療の支援を行うこ

とできる。これは、医療分野だけではなく、介護分野も同じである。介護分野においても

人工知能が学ぶことができる、材料となるデータが蓄積されてくれば、Watson がケアマネ

と同じような判断をすることもできるかもしれない。 

残念ながら、Watson のような人工知能を医師の診療支援に利用することは、まだ診療報

酬の対象となっていないが、診療の質の向上手段として、加算の対象とするような可能性

があれば、このような研究はさらに進むものと思われる。 

 

（5）医療分野での Pepper の活用 

ソフトバンクにて、2015（平成 27）年 6 月から一般向けに販売していたコミュニケーシ

ョンロボット Pepper は、10 月からは Pepper for biz として、月額 5.5 万円（本体レンタ

ル料金 27,500 円＋基本プラン 27,500 円）でのレンタルが開始されている。ヘルスケア分

野での活用では、Pepper が待合室で検査などを推奨したり、診療前の問診を行ったり、院

内案内や介護施設でのレクリエーションなどの場面での活躍が期待されている。在宅では、

高齢者への「語りかけ」や介護施設との連携も期待される。医療分野での活用の問い合わ

せも多く、将来的な診療での活用やリハビリの支援など、さらなる活用が期待される。認

知症予防で利用されている脳トレなどでは、タブレットを利用したケースよりも、Pepper

を活用したケースの方が認知度の向上に効果が大きいというエビデンスも蓄積されてきて

                                                  
106 IBM 社の Watson の詳細は、以下を参照のこと。

http://www-03.ibm.com/press/jp/ja/pressrelease/48336.wss 
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いる。現在の Pepper は、 大 20 人程度の顔を認識する能力があるが、今後、より多くの

人を認識できるようになることで、活用の幅が広がることも期待される。 

 

図表 75 Pepper のヘルスケア分野での活用イメージ 

 
資料出所：ソフトバンク提供資料 

 

（6）新たなサービス「パーソナルカラダサポート」(仮称) 

「パーソナルカラダサポート107」は、モバイルヘルステクノロジーベンチャー企業の株

式会社 FiNC 108と提携し、IBM の Watson を活用した国内コンシューマ向けアプリケーシ

ョンおよびサービス（利用料金は月額 100 円）で、2016（平成 28）年 3 月提供開始を目

指している。お客さまの生活習慣サーベイの結果や体重・歩数データなどのパーソナルデ

ータをもとに、一人一人専用の生活習慣改善メニューをスマートフォン向けアプリにて表

示するサービスで、利用者間の SNS 機能や、オプションで管理栄養士指導やオーダーメイ

ドサプリなどを追加利用することができる。SNS 機能を利用して「みんなで楽しく健康管

理」をすることで、生活習慣の改善に役立てる。 

パーソナルカラダサポートの機能、特徴を次に記す。 

 

 IBM Watson 活用アプリ 

IBM Watson により、生活習慣サーベイ結果、遺伝子検査、PHR（パーソナルヘル

                                                  
107 パーソナルカラダサポートについては、ソフトバンクのプレスリリースを参照のこと。

http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2015/20151008_03/ 
108 株式会社 FiNC の詳細は、以下を参照のこと。https://finc.com/ 



163 

スレコード）などのデータ収集・解析を実施。よりパーソナライズされた質の高い

ヘルスケアサービスの提供を実現。日々の生活習慣を改善するための課題を日替わ

りでアプリに表示する。 

 

 PHR データを自動記録・グラフ化 

連携する「スマート体組成計」などの体組成データをもとにした PHR を自動的に

記録、グラフ化する。お客さまが意識することなくデータが蓄積され、一人一人に

適した質の高いサービスの提供が可能。 

 

 SNS 機能搭載で楽しく健康管理 

SNS により、家族や友人、また栄養士やスポーツトレーナーなどの専門家とも繋が

ることができ、食生活など他の利用者の健康への取り組みを見ることができる。 

 

 多様なオプションサービス※ 

管理栄養士によるマンツーマン指導やオーダーメイドサプリなどのオプションメニ

ューを提供。利用者自身によるメニュー追加、カスタマイズを実現する。 

 

（7）考察 

民間サービスとして、モバイルヘルスに取り組むソフトバンクは、健康維持の分野から、

医療・介護分野への対象領域を広げ、質の高いヘルスケアサービスへとつなげている。近

年では、感情認識機能を備え、高度なコミュニケーション能力を持つ人型ロボットの

Pepper が注目され、その活用方法が話題になっている。特に、人間の認知機能を強化する

コグニティブ・コンピューティングである IBM の Watson との連携は、ヘルスケア分野で

のサービス提供において蓄積される膨大な量のデータを分析し、有効活用につながるもの

と思われる。Watson の支援により、より賢くなる Pepper の革新的な活用が期待されると

ころである。 

一方で、民間サービスとしてのヘルスケアは、ビジネスモデルを確立することがまだ難

しい現状がある。例えば、健康維持につながるサービスであれば、利用者が健康になって

しまえば、対象者でなくなるというジレンマを抱えている。このようなジレンマを解消し、

民間サービスを活性化させるような新しいインセンティブや仕組みの導入が必須であると

いえる。 

また、社会保障費の急騰を受けて、一般的には医療保険や介護保険の報酬は削減傾向に

ある中、ICT による支援が報酬の対象となるサービスとなることはハードルが高い。確か

に、ICT サービスには、初期費用や運用費用がかかる。しかし、それを利用することによ

って、重症化を押さえたり、予防につながるなど、費用以上のエビデンスを示すことがで

きれば、報酬が支払われるような仕組みも同時に検討されるよう、政府・省庁に働きかけ

していくことも重要であろう。 



164 

 

4.5. NEC ソリューションイノベータ株式会社「メンタルヘルスケアにおける ICT 支援」 

NEC ソリューションイノベータ株式会社（以下、NEC ソリューションイノベータ）は、NEC

グループが推進する社会ソリューション事業を支える中核会社であり、近年は、メンタルヘルス

を含むヘルスケア分野への取り組みを強化している。2015（平成 27）年 12 月、メンタルヘルス

対策の充実・強化等を目的として「労働安全衛生法の一部を改正する法律（以下、安衛法）」が施

行され、従業員数 50 人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施が義務付けられた。ここで

は、NEC ソリューションイノベータが提供する企業のメンタルヘルス対策を支援する「メンタル

ヘルスケアサービス」を中心に、メンタルヘルスケアにおける ICT 支援について詳しく紹介する

109。 

 

（1）NEC ソリューションイノベータにおけるメンタルヘルスケアへの取り組み 

NEC ソリューションイノベータは、NEC グループの国内ソフトウェア会社 7 社が 2014

（平成 26）年に統合し発足した会社である。システムインテグレーション事業を中心に、

サービス事業、基盤ソフトウェア開発事業、機器販売なども行っている。メンタルヘルス

ケアについては、研究開発は、研究開発部門であるイノベーションラボラトリが担当し、

ビジネス展開は、パブリック事業本部第一医療ソリューション事業部が担当している。 

ヘルスケア分野の研究開発は、2009（平成 21）年から取り組み、2010（平成 22）年に

本格始動している。取り組みの理由は、大きく 3 つある。第 1 に、ヘルスケア市場は有望

な成長市場であったことがあげられる。国内 4 兆円規模の成長市場と期待され業種を問わ

ず多数の企業が参入しており、参入不可欠な ICT サービス市場であると認識していた。第

2 に、ヘルスケアのトレンドが治療から予防へと変化しており、メンタルヘルスもその対

象となってきていたことがある。メンタルヘルスは、国や企業において重要な社会・経営

問題であり、年間自殺者が 3 万人を超え続け、3 兆円とも推測される休職、生産性低下に

よる社会的コストが発生するなど深刻な状況であると認識されていた。第 3 に、ICT 企業

である NEC ソリューションイノベータにおいても、従業員のメンタルヘルスによる休職

は経営上の問題になっていたことが内部環境としてあった。 

その当時、メンタルヘルス分野での ICT 企業の参入は少なかったが、社会課題の解決を

目指せば、これに市場がついてくるという思いからも、ICT を活用し 予防に軸足をおいた

統合的なヘルスケア・ソリューションの創出を目指すこととなった。 

 

（2）メンタルヘルスケア支援技術の 2 つの視点 

NECソリューションイノベータにおけるメンタルヘルスケア支援技術研究での視点は 2

つある。1 つは、ストレスに対してどう対処するかといったストレス対処力向上を支援す

                                                  
109 NEC ソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 統括マネージャ 山

口美峰子氏への 2015 年 12 月 22 日に実施したヒアリング及び各種資料より作成 
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る「セルフケア支援」、もうひとつは、取り巻く環境を改善する「ラインケア支援」である。

管理職による安全配慮は義務であるが、その取り組み方が分からないというのが現状であ

り、ラインケア支援ではそこをサポートする。 

 

図表 76 メンタルヘルスケア支援技術の 2 つの視点 

 
資料出資：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

セルフケア支援では、BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）110に基づいたアンケートに

回答してもらい、自分の状況を知ってもらうことから、個人での対処や組織への対処につ

なげていく。個人での対処では、認知行動療法（カウンセリング手法の 1 つで、CBT と略

す）を個人で体験してもらうためのツールを作成している。組織として、どう対処してい

くかについては、職場の風土、環境を改善する取り組みを支援するツールを試作し、社外

評価を実施中である。 終的には、産業医への相談につなげることが目的となる。からだ

とこころの健康を統合するためには、健診・勤怠データ分析と組み合わせると、よりよい

サービスとなると考えているが、これらについてはプライバシーへの配慮などまだクリア

しなければならない点もある。 

 

（3）ストレスチェックの義務化 

NEC ソリューションイノベータでは、メンタルヘルスケアにおいては、セルフケア支援

とラインケア支援の 2 つが必要であると考えているが、政府のストレスチェックの義務化

は、セルフケアにおける BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）の実施と面談部分が対象で

                                                  
110 BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）は厚生労働省の研究班により作成され、広く普及してい

る。 
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あり、職場環境の改善は推奨となっている。 

ストレスチェックの義務化は、2015（平成 27）年 12 月 1 日から施行され、従業員 50

人以上の企業で、 低年に 1 回のストレスチェックが義務化される。国は、BJSQ（職業

性ストレス簡易調査票）を推奨しており、 NEC ソリューションイノベータでも、この調

査票をもとにサービスを展開している。 

メンタルの疾患が異動や退職などの従業員の不利益につながってはいけないため、スト

レスチェックの結果は、事業者は閲覧できず、本人と、産業医などの医療職だけが見るこ

とができる。また、本人からの申し出があれば、会社は医師による面談を実施しなければ

ならない111 。 

BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）は、全部で 57 項目となっており、仕事のストレス

要因 17 項目、心身のストレス反応 29 項目、周囲のサポートなど修飾要因 11 項目の 3 領

域で構成される。全部回答しても 5 分程度で終了する。メンタルヘルスケアのサービスを

行う事業者では、独自の設問を追加したり、新たに開発するなどしてメンタルヘルスチェ

ックを提供している企業もある。 

BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）の結果を、職場の一定規模の集団(部、課など)ごと

に集計分析し、その結果を踏まえて職場環境の課題を共有し、改善することについては、

今回の安衛法の改正では、事業者の努力義務となっている。  

 

（4）NEC ソリューションイノベータのメンタルヘルス支援サービス 

①ストレスチェックの実施 

NEC ソリューションイノベータのメンタルヘルス支援サービス「メンタルヘルスケアサ

ービス112」では、義務化されているストレスチェックの部分113だけでなく、面接指導にお

ける産業医の予約や努力義務となっている職場風土改善に活用できる、集団分析レポート

の作成などがサービスに含まれる。判定ロジックは、厚生労働省の研究班が公開している

ものを利用しており、アンケート方式であるため、ICT 化しやすい部分はある。 

  

                                                  
111 取り組みが進んでいる企業では、ストレスチェックで問題点があれば、産業医から面接を呼び

かける仕組みを持っているところもあり、「本人希望」の部分を厳格に対応すれば、この法律で後

戻りしてしまうのではないかという声もあった。 
112 NEC ソリューションイノベータの提供する「メンタルヘルスケアサービス」の詳細は、以下

を参照のこと。http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/mentalhealth_saas/ 
113 1 人 1 台 PC がある企業ばかりでないため、紙によるアンケート対応も行っている。 
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図表 77 ストレスチェック制度の流れと NEC ソリューションイノベータのサービスの支援 

 

資料出所：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

②職場の風土改善 

お客様からは、「BJSQ（職業性ストレス簡易調査票）でストレスチェックの結果が出た

後、それからどうしたらいいのか？」、「厚生労働省が推奨する職場環境改善活動のプログ

ラムで示された『PDCA を回す』は、どのようにするのかわからない」といったご意見も

いただいている。ストレスチェックを行い、集団分析をしたその後どうすればよいのか、

何から手をつけていいかわからない、段取りも分からない、専門家もいない、予算もない、

手間がかかり対応できないといった「ないないずくし」の企業も多い。 

 NEC ソリューションイノベータでは現在、社内で評価した職場風土改善ツールを、社

外のお客様で実証検証している。PDCA を実際に回すのは難しいが、事例をためて共有化

するなど ICT を使うことで利便性が高まることも多く、ポイントでツール提供を行ってい

る。ツールを利用することで、職場の風土改善活動のプロセス管理や状況把握を効率化で

き、ファシリテーションノウハウがない人材でも活動を推進できるよう工夫をしている。 

職場の風土改善は、マネジメントが適正に行われているかに大きく関係しており、この

活動を通して、現場とマネジメントのギャップに気づいてもらうことも重要である。 
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③ メンタルヘルスにおける不調の早期予測（データ活用） 

NEC ソリューションイノベータでは、社員ケア機能として、メンタルヘルスの不調を早

期に発見するため、客観的なデータである勤怠データ分析とベテラン社員の暗黙知を組み

合わせた休職者予測研究にも取り組んでいる。NEC ソリューションイノベータでは社内に

勤務シニアアドバイザー（上級管理職経験を有する 55 歳以上の社員から選抜）を設置して

おり、主に労務の視点から管理職の部下対応をサポートしているが、職場風土改善支援の

ツールと合わせて社員ケア機能も利用し、支援が必要な社員の早期発見に役立てている。 

 

図表 78 早期のメンタルヘルス不調の予兆の検出 

 

資料出所：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

NEC ソリューションイノベータでは定健やメタボ健診のデータを用いた重症化予測に

も取り組んでいるが、フィジカル、メンタルのデータを総合的に分析することで、より精

度の高い、心身の不調の早期検出が可能になると考えており、管理の異なる様々なデータ

を安全に収集し、正しく運用できる仕組みの検討を行っている。 
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図表 79 ストレスチェック・職場風土改善・社員ケアの関係 

 
資料出所：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

④認知行動療法（CBT）によるセルフケアへの ICT 適用 

認知行動療法によるセルフケアでも、ICT 適用研究を行っている。例えば、挨拶をして

返事がなかったという事実に対して、「聞こえなかったのかな？」と考えるか、「自分が何

か悪いことをして怒っているのかな？」と考えてしまうのでは大きく異なる。自分自身が

つらくならない見方を身につけることで、気持ちを軽くしようという取り組みである。 

セルフケアについては、義務化の適用部分ではないため、まだ関心が高まっていないが、

今後、重要になると考えている。 

認知行動療法の 1 つである認知再構成法（コラム法）に注目して試作したセルフケアツ

ールでは、つらいと思った時に Web 上で悩みを記入すると、テキスト解析技術によりシス

テムが共感・ねぎらいを返してくれる。悩み表現に関して 3 万語以上の辞書を整備し、 悩

みや思い込みを抽出することが可能になっている。 
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図表 80 認知再構成法を対話的に支援するセルフケアツール CBT を試作 

 

資料出所：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

コラム法で考えの整理を行うと、「気分が軽くなる」「怒りがおさまる」といった効果が

期待される。NEC ソリューションイノベータがサービスの中で提供するセルフケア機能は、

研究成果の一部を取り入れた、うつ・不安用であるが、認知行動療法は不眠にも適用でき

る。睡眠に焦点を当てたのは、うつ症状を持つ人に不眠が多いことや、「うつです」とは言

いにくいが、「眠れているかどうか」は周りもたずねやすく、本人も伝えやすいことが理由

の一つである。精神性の疾患から不眠症状がある場合には、精神性疾患の治療から始める

ことが多いが、実際には睡眠がとれているにも関わらず、「寝ていない」と思い込んでいる、

精神性不眠に対しては、認知行動療法（不眠に対する認知行動療法、以下、CBT-I）によ

る改善が期待できる。 

早稲田大学 岡島先生との共同研究により CBT-I に関する知見をアプリへ組込んだ対話

的セルフケア・スマートフォンアプリとして試作し、4 週間のプログラムで実証評価を行

った114。4 週間継続したケースでは症状の改善が見られたが、継続そのものが難しく、い

かに継続してプログラムに取り組んでもらうかが課題となっている。 

 

（5）今後の取り組み 

事業検討の方針としては、企業向けには健康経営を支援するサービスとして、どうデザ

インするか？という方向に組み替えて、総合サービス化を目指している。地域医療 と同様

に、メンタルヘルスケアでも、人事・健保・産業保健スタッフ・産業医などとの多職種連

                                                  
114 神奈川県 未病産業研究会 ME-BYO®「平成 26 年度未病産業の創出に係るモデル事業」にお

いて約 200 人を対象にトライアルを実施 
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携がキーとなる。連携がなければ、効率よく、迅速に手当することができない。制度・組

織の壁をどう越えてつなげていくかが重要である。 

対象領域の拡大も検討しており、職域から地域への展開を図りたいと考えている。地域

住民の生活習慣の改善などをセンシング技術とデータ活用により実現し、QOL(Quality of 

Life)向上を目指したサービスにしていく。 

また、プレシニアと言われる 55 歳以上へ支援の対象を拡大した場合、早期の認知症も検

討領域となる。近年、認知症の早期発見が進んでいるが、実際に生活面に支障が出るまで

は長い期間があり、この間、本人は不安を抱えて過ごすことになる。ここに認知行動療法

が活かせるのではないかと考えている。 

メンタルヘルスケアを軸に、健康に働き生活できる環境やコミュニティづくりに貢献し、

様々なライフイベントに寄り添い、充実し自立した人生を支えるヒューマンケア・QOL 向

上を目指したサービスを目指していく。 

 

図表 81 今後の取り組み 

 
資料出所：NEC ソリューションイノベータ提供資料 

 

（6）考察 

安衛法の改正に伴い義務化されたストレスチェックの分野には、多くの企業が参入して

きている。 NEC ソリューションイノベータでは、義務化された部分だけでなく、その先

で必要となる職場の風土改善や、認知行動療法によるセルフケアに ICT を利用することで、

直接的なサービス提供だけでなく、そこから派生するデータも活用して、重症化予測など

より深い分析を可能にしている。自社だけでは実現できない部分は、パートナーシップを

組むことで、実現に向けた取り組みを進めているという。職場の風土改善などではノウハ

ウがたまってきているとのことで、今後の期待が高まる。 

医療・介護の現場でのストレス負荷も非常に高いと言われている。極端な例ではあるが、

介護従事者によるサービス付き高齢者住宅での殺人事件が発生するなど、医療従事者や介
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護従事者の身体的・精神的負担の軽減とその対応も喫緊に求められるところである。ICT

を活用することで、より気軽にメンタルヘルスケアへの対応ができるようになれば、その

職場環境も大きく変わってくるものと思われる。 

また、介護サービスの基盤強化のために、市町村が、地域の多様なマンパワーや社会資

源の活用等を図りながら、要支援者・二次予防事業対象者に対して、介護予防や、配食・

見守り等の生活支援サービス等を総合的に提供することができる事業「介護予防・日常生

活支援総合事業」が開始されている。認知症予防も、地域で実施する方針に変更となって

いるが、多くの自治体は、住民参加による認知症予防をどう実施していけばよいか手探り

の状態にある。ストレスチェックを実施した後、何をしていいかわからない企業が多いの

と同様に、行動変容を促すためのツールが必要であり、ファシリテータが必要である。こ

のようなメンタルヘルスケアにおける ICT 支援を応用すれば、これらの解決にもつながる

ツールを作ることができるのではないかと考える。 

後に、医療機関、介護事業者、医療保険者などヘルスケア業界の多くの組織では情報

処理の専門性が不足しているため、データヘルスの推進に苦労している。情報サービス産

業は、データヘルスが効果を上げるように、これらの組織との協力を積極的に進めるべき

である。情報サービス産業にとっては、ビジネスチャンスであり、同時に、国民の健康増

進に貢献するという社会的な意義があるといえる。 
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4.6. ケアプロ「島根県雲南市における訪問看護による地方創生事業『コミケア』」 

（1）日本初の官民協働による地方創生事業の背景 

ケアプロ株式会社115（以下ケアプロ）は、2015 年より、若者による地域課題解決に向け

たチャレンジを推進する島根県雲南市と NPO 法人おっちラボ116（以下おっちラボ）とと

もに、地方創生事業として中山間地域における訪問看護事業のビジネスモデル化に取り組

んでいる。 

島根県雲南市は、島根県東部地域の、大原郡大東町、加茂町、木次町、飯石郡三刀屋町、

掛合町、吉田村の 6 町村が 2004（平成 16 年）に合併し誕生した。松江市、出雲市等に隣

接し、南部は広島県に接しているが、島根県では唯一海に面していない市である。総面積

は 553.18 平方キロメートル117で、大半が林野となる中山間地域に位置する。斐伊川と赤川、

三刀屋川の合流地点を中心とした平坦部が広がっている。かつては斐伊川で採取される砂

鉄を原料とした製鉄業が盛んに行なわれていた。現在も各所に製鉄関係の文化遺産や川を

舞台とした神話が残っており、古くから地域社会と川との関わりが深い地域である。 

市の重要交通施設としては山陰自動車道へ通じる中国横断自動車道尾道松江線と、市域

を南北に縦断する国道 54 号及び国道 314 号、主要地方道松江木次線、主要地方道出雲三

刀屋線などがある。鉄道では JR 木次線が市域の東側を南北に縦断しており、市内には南

宍道、加茂中、幡屋、木次、日登、下久野の 6 駅がある。 

人口は 40,451 人（平成 28 年 1 月現在）で減少傾向にあり、国立社会保障・人口問題研

究所の推計では、2040（平成 52）年には 27,670 人にまで減少するとされている。65 歳以

上の高齢者の割合である高齢化率も、35.8%（平成 28 年 1 月現在）と全国平均を大きく上

回る。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2040（平成 52）年には 43.3%にまで上

昇することが予想され、日本の 25 年先の高齢化社会をいくのが雲南市の状況である。 

 

図表 82 島根県雲南市における人口の推移 

 

                                                  
115 ケアプロの詳細は、以下を参照のこと。http://carepro.co.jp/ 
116 おっちラボの詳細は、以下を参照のこと。 http://occhilabo.com/ 
117 しまね統計情報データベースより http://pref.shimane-toukei.jp/index.php?view=3830 
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資料出所：雲南市「第 2 次雲南市総合戦略 まち・ひと・しごと創生 雲南市総合戦略」（2015

年 3 月） 

http://www.city.unnan.shimane.jp/www/contents/1432282751510/files/sougousenryaku.pdf 

 

雲南市では、このような状況を鑑み、「子どもチャレンジ×若者チャレンジ×大人チャレ

ンジの連鎖による持続可能な地域づくり」を総合戦略の重点戦略に位置づけ、課題先進地

から「課題解決先進地」に向けて全国の先導的役割を果たそうと動いている。雲南市の特

徴として、社会起業家や地域貢献を志す若手人材を育成する塾開講しており、卒業生（60

名）はじめ市内外の志ある若手人材を育成する塾を開講しており、卒業生（60 名）はじめ

市内外の志ある若者がつながり、地域課題解決に向けた活発な活動をしている。このよう

な人材が中核となり、この新しい地方創生事業のスタートにつながっている。 

 

（2）地方創生事業とは 

「まち・ひと・しごと創生法118」に定めた地方創生事業は、地方公共団体が自主性・主

体性を 大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能に

するための施策であり、4 つの基本目標で進められている。 

 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる  

                                                  
118 「まち・ひと・しごと創生法」は、2014（平成 26）年 11 月 28 日に施行されている。法律の

詳細は、以下を参照のこと。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO136.html 



175 

 

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守る とともに、地域と地       

域を連携する 

 

まち・ひと・しごと創生法に則って、日本の人口の現状と将来の姿を示し、今後目指す

べき将来の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（長期ビジョン）」及び

これを実現するため、今後 5 か年の目標や施策や基本的な方向を提示する「まち・ひと・

しごと創生総合戦略（総合戦略）119」が 2014（平成 26）年 12 月 27 日に閣議決定されて

いる。 

翌年 2015（平成 27）年 6 月 30 日には、基本目標及びその達成に向けて作成された政策

パッケージ・個別施策について、今後の対応方向をとりまとめた「まち・ひと・しごと創

生基本方針 2015120」、が閣議決定し、12 月 24 日には、総合戦略をバージョンアップした

「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」が発表されている。 

 

2015（平成 27）年度地方財政計画の歳出に、「まち・ひと・しごと創生事業費」（1 兆円）

が計上された。2016（平成 28）年度以降については、地方法人課税の偏在是正を進めるこ

と等により恒久財源を確保しつつ、期間については少なくとも総合戦略の期間である 5 年

間は継続し、規模については継続的に少なくとも 1 兆円程度の額を維持できるよう安定的

な確保に努めるとしている。 

まち・ひと・しごと創生法第 10 条では、市町村も各区域の実情に応じた「まち・ひと・

しごと創生」に関する施策についての基本的な計画（対象期間平成 27 年から 5 年間）の策

定を求められている。雲南市でも、これに基づき、2015（平成 27）年 3 月「まち・ひと・

しごと創生 雲南市総合戦略121」を策定した。雲南市総合戦略の中では、その策定の意義

を「国では人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体とな

って取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生すること

を目指して、まち・ひと・しごと創生本部が設立されました。若い世代の就労・結婚・子

育ての希望の実現、東京一極集中の歯止めや地域の特性に即した地域課題の解決の３つの

視点を基本に魅力あふれる地方の創生を目指すことになります。 

雲南市では、先に策定した第２次雲南市総合計画をもとに本市が抱える地域課題の解決

のため、まち・ひと・しごと創生の方針を踏まえ、新たなまちづくりに踏み出していくた

                                                  
119 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン・総合戦略」の詳細は以下を参照のこと。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/20141227siryou5.pdf 
120 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」の詳細は、以下を参照のこと。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/20150630siryou3.pdf 
121 まち・ひと・しごと創生 雲南市総合戦略の期間は平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年

間となっている。戦略の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.city.unnan.shimane.jp/www/contents/1432282751510/files/sougousenryaku.pdf 
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めの指針として、雲南市総合戦略を策定します。」としている。 

 

（3）島根県雲南市における地域医療の課題 

雲南市は高齢化率 37%を超え、要介護度が全国と比べ高い状況にあり、在宅医療サービ

スの供給不足が大きな課題となっていた。訪問介護ステーション 3 事業者のうち、2 事業

者が「採算があわない」「人の補充ができない」などの理由から撤退しており、2014（平

成 26）年度時点では、在宅医療拠点が 3 か所と、24 時間対応の訪問看護ステーション122が

1 か所のみで、人口あたりの訪問看護師123数は全国と比較して少ない状況であり、特に、

市の北部には在宅医療の空白地帯が生まれている。 

さらに、少子高齢化の進展に伴って開業医の高齢化し、働く若者が市外へと流出してお

り、在宅医療資源、特に若手医療職種の不足も課題となっていた。 

本来、地域医療は公的財源で運営されている制度であり、どの地域でも同質の在宅医療

が提供されることが望まれるが、地方にいくほど採算がとれないため人材の確保は容易で

はない。在宅医療資源の不足が、社会保障費の高騰、地域医療の崩壊につながり、ひいて

はその地域に住むことを望む人がいなくなるという 悪のシナリオの可能性も否定できな

い状況になっている。 

 

                                                  
122 全国訪問看護事業協会によれば、24 時間対応の訪問看護ステーションとは「専門の看護師等

が利用者の家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいた

ケアとアドバイスで、24 時間 365 日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援する。また、

医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方の提案を行う。」としている。 
http://www.zenhokan.or.jp/nursing/ 
123 全国訪問看護事業協会によれば、訪問看護師とは「訪問看護ステーションから、病気や障害を

持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活

の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービス。」として

いる。 http://www.zenhokan.or.jp/nursing/ 
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図表 83 雲南市の在宅医療空白地帯 

 

    資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

（4）訪問看護ステーション「コミケア」立ち上げにおける 3 者の位置づけ 

2015（平成 27）年 4 月、雲南市はこのような課題の積極的な解決を図るため地方創生事

業のひとつとして、「若手看護師による訪問看護ステーション立上げ事業へのノウハウ移転

の業務委託」の公募を行い、地元の NPO 組織であるおっちラボとケアプロによる事業提

案が採択された。 

事業の体制は、雲南市での起業家育成・中間支援組織 NPO 法人おっちラボ（スタッフ

は経理・地域コーディネータなど 8 名）が経営母体となり、地域に戻ってくる若手ナース

を対象に新しい訪問看護ステーション「コミケア」の立ち上げ支援を行い、ケアプロが、

これまでに培った「24 時間 365 日モデル」「新卒新人訪問看護教育」「IT による効率的な

業務」などのノウハウを提供するというものである。おっちラボの代表者は看護師でもあ

り、この事業でノウハウの移転を受ける訪問看護師ステーション「コミケア」の創設者と

なっている。 

雲南市は、予算請求の資料づくりや記者会見などの広報機能、事業の成果を地方創生大

臣に報告するための機会のセッティング、人脈形成などを受け持った。 
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図表 84 各プレーヤーの位置づけ 

 
    資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

（5）ケアプロの支援 

雲南市の「若手看護師による訪問看護ステーション立上げ事業へのノウハウ移転の業務

委託」は、訪問看護ステーション立ち上げの支援と、その運営の支援である。①創業支援

と②運営支援としてケアプロのノウハウを雲南市への提供する委託契約を締結した。雲南

市がまち・ひと・しごと創生事業費として内閣府から交付された約 6 千万円のうち、約 1

千万円がこの事業費に充てられた。 

 

図表 85 ケアプロの位置づけ 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 
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ノウハウ提供の具体的な内容は、訪問看護ステーションの管理者に対する訪問ステーシ

ョン立ち上げ時の創業支援とその後の運営支援の 2 段階となっている。 

創業時には、ICT を活用して遠隔にて、事業計画予算の立案をはじめ広報計画立案・実

施などの支援を行った。さらに、直接支援として、訪問介護ステーションの所長となる人

材に東京にきてもらい、3 カ月かけて、営業準備などの開設稼働準備や看護・事務作業教

育を行い、ノウハウを移転した。現場業務として必要となる「病院などへの営業」や「ス

タッフの管理」などに加え、管理業務である「人事・労務関係の事務処理」や「評価・処

遇」といった部分についても教育を行った。 

2015 年 7 月のステーション開設後は、事業所運営における経費などについてのノウハウ

も提供している。 

図表 86 ケアプロの支援の内容 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

図表 87 支援のスケジュール 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 
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図表 88 研修の様子 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

（6）課題解決への取り組み－準備から開設まで 

本事業で設立した訪問看護ステーション「コミケア」は、雲南市の南北の中央部に位置

する三刀屋にある空室をリノベーションして開設した。三刀屋を選択した理由は、商店な

どがあり栄えている地域でもあり、市の端まで 2 時間程度で移動できること、看護師が集

まりやすい地域であること、医師が多いことなどがあげられる。また、建物の 1 階をおっ

ちラボが地域コミュニティ拠点と利用しているため、2 階部分をコミケアの事務所にする

ことで、連携しながら運営できるという利点もあった。 

開設までの 3 カ月では、県内の看護学生を中心としたボランティアチームを結成し、地

域ニーズ調査と事務所開設準備を行った。地域ニーズを聞き取るため、おっちラボのサロ

ンでの聞き取り調査を 4 回実施し、学生によるサロン活動も 1 回行った。在宅医療の空白

地帯であり、コミケアの開設場所ともなる三刀屋地域の地区診断も実施している。 

地域の空き家を利用した事務所は、ボランティアチームが改修し、地域自主組織と障害

者就労支援との 3 団体で使用することで、事務所にかかる費用を抑えると同時に、多機能

な地域交流の場所にすることとした。雲南市は、空き家活用の取り組みを積極的に行って

いるため、空き家バンクや空き家改修事業への補助なども行っている。空き家を利用する

ことで空き家関連の支援も受けることができた。 

並行して、訪問看護サービス提供の準備を進め、研修会の参加・勉強、市内外で訪問看

護研修、地域の病院や介護事業所への挨拶、営業活動なども行った。 

 



181 

図表 89 開設までの 3 カ月での取り組み 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

そして、2015（平成 27）年 7 月 1 日、訪問介護ステーション「コミケア」がオープン

することができた。コミケアの目指す姿や理念、行動規範は、スタッフ全員で考え、目指

す姿は「みんなでつくる『幸せな人があふれるまち』」、理念は「たくさんの幸せな瞬間を

プロデュースする」と決定した。行動規範は、①チームを創造せよ、②セルフケアを向上

せよ、③柔軟な働き方を実現せよ、の 3 つで示されている。 

 

（7）課題解決への取り組み－開設後 

開設後は、訪問看護サービスの提供を開始したが、継続的な研修・学習やケアプロによ

る OJT により看護技術や経営ノウハウの向上に努めている。また、関係機関との顔の見え

る関係を築くことにも取り組んでいる。 

雲南市の地域医療においては、若手医療職種の不足も課題であった。そのため、若手医

療職種のチームを創造し、若手を中心とした参加型学習会の開催や地域医療に関するイベ

ントの開催することで、その育成にも取り組んでいる。 

訪問介護ステーション「コミケア」は、地域活動を行う他団体との同居により、多機能

な地域交流の場所であることも求められており、地域と繋がり、地域のニーズを知ること

も重要な役割となる。地域のサロン活動へ出張、訪問看護や在宅医療の啓発活動、健康相

談・介護相談、地域自主組織、健康推進員との交流、コミケア新聞の発刊と回覧を通じて、

地域とのつながりを深めている。 

  



182 

 

図表 90 開設後の取り組み 

 

資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 

 

（8）開設後 5 カ月の成果 

開設から 5 カ月を経て、一定の成果が表れてきている。第 1 に、訪問看護で在宅療養が

可能になったことがある。利用者数は、延べ 25 人で、その 75%が山間部の三刀屋・掛合・

吉田エリアに居住している。在宅でのお看取りも 1 件発生している。利用者は、末期がん

患者の方が約 4 割を占めており、医療依存度の高い患者の自宅療養を実現できている。現

在のペースであれば、支援開始 1 年以内に単月黒字の達成が見込まれている。 

看護師が対応できるのは平均して 1 人 1 か月 60 件（1 日 3 件）程度である。利用料を 1

人約 1 万円として、1 か月 10 回の利用で、6 人の利用者があれば採算がとれ、事業化が可

能となる。人口 1 万人に 6 名の看護師を擁する訪問介護ステーションが 1 つ開設可能とす

ると、人口 4 万人の雲南市なら、4 か所あってもいいと試算できる。 

第 2 に、住民との交流が広がってきていることがある。コミケアでは、地域とのつなが

りを重視し、地域の健康活動に積極的に取り組んでいる。今までに、出張健康相談・介護

相談 8 回、おっちラボのサロンでの健康教室も 3 回開催している。サロンでの訪問看護説

明の依頼などもきており、住民の健康意識の高まりと同時に住民との交流も広がりを見せ

ている。これらの活動により、雲南市が社会起業家や地域貢献を志す若い人材の発掘と育

成を目的に実施している「幸雲南塾」で共感賞・ 優秀賞を受賞した。 

事業の成果は利用者の側だけでなく、医療関係者にも見えはじめている。成果の 3 つ目

には、課題意識のある若手医療職が集ってきたことがあげられる。コミケアで働く訪問看

護師 3 名は I ターンで雲南市にやってきている。若いうちだからこそ地域医療がしたいと
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希望し、関東出身でありながら地方で働きたいとケースや、子供ができたことで地元に戻

りたいと U ターンを希望する看護師もでてきている。 

コミケアでは、他職種での参加型学習会を開催（2 回）するなど、地域医療課題を中心

としたイベントも実施している。参加者は毎回 30〜60 人に上り、病院看護師、ケアマネ

ージャー、介護職、リハビリなど、施設・職種・地域を越えて人々が参加してくれている。 

訪問看護ステーション開設後、訪問看護サービスの提供や若手医療職種のチームが創造

された。地元の病院や診療所の医師、看護師も高齢化していることから、雰囲気が変わっ

たと評価されている。この試みがうまくいけば、地元の看護学校で学んで地元で働くとい

う選択肢も生まれるだろうと期待している。 

第 4 に、地域医療に興味を持つ若手が集ってきたことがある。地域の医療職、大学生、

地元の高校生などによる訪問看護同行訪問や見学受け入れも行っており、8 名が参加して

くれた。学生のサロン参加やイベント参加もあり、若者が地域医療への興味を高めてくれ

ている。 

ケアプロは東京を拠点として事業を行っている企業であったため、地域医療の中核とな

る雲南市民病院・診療所には外部から人が入ってくることへの拒否感があっただろうと思

われる。そのため、事業を開始するにあたっては、雲南市民病院等の地元の関係者とよく

話し合い、事業について理解していただくとともに、十分な意思疎通をすることで協働で

きる体制を整えることが重要であった。雲南市では、医療の必要度の高い患者が自宅で療

養できる在宅医療が医療費削減につながるという成果を実感しており、今後はそのエビデ

ンスを見える化していく予定である。 

 

図表 91 目指す雲南地域医療の協働の姿 

 
資料出所：おっちラボ・ケアプロ提供資料 
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（9）ICT の活用 

多くの事業所では、デジタル機器の導入が遅れている。利用者の看護記録などは、看護

師と医師との間は基本的には電話を利用し、細かい連絡はファックスで送るという形をと

っている。投資する予算がないということと、一般的に訪問看護師の年齢が高い124ことが

大きな要因と考えられる。ケアプロで、ICT を活用することの効果を検証した結果、紙で

記録し、事務所に帰ってから入力するという作業を省けることで間接業務を 30 分減らすこ

とができた。全国に 8000 か所あるすべての訪問看護ステーションにおいて ICT システム

の導入が進めば、大きく変わることだろう。 

この事業では、ケアプロで開発した、グーグルドライブをポータルサイトとして、予実

管理、勤務管理などを利用しているシステムを利用している。 

このシステムは、タブレットや iPhone などを活用し、自宅での排便の状況などをチェ

ックすることができる。カメラで、褥瘡の記録や、ダブルチェックの必要な薬を撮影して、

所内のスタッフが確認して投与するなど、ICT を活用している。 

個人の機微な情報を共有するため、利用者から利用の同意を得た上で、データの安全な

取扱いが必須となるが、セキュリティの高いポータルサイトで管理するシステムを利用す

ることで安全性が高まることにつながっている。 

 

（10）今後の課題 

介護保険により訪問看護サービスを提供する訪問看護ステーションの事業所数は、2014

（平成 26） 年 2 月現在 6,992 ヶ所 となっており、増加傾向をたどっている125。 

 

                                                  
124 病院の看護師の平均年齢 37 歳、訪問看護師の平均年齢 47 歳 
125 『訪問看護ステーションの事業運営に関する調査詳細』厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol15/dl/after-service-vol15_2.pdf 
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図表 92 訪問看護事業所の年次推移 

 

資料出所：『訪問看護ステーションの事業運営に関する調査詳細』厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol15/dl/after-service-vol15_2.pdf 

訪問看護の利用者は、独居が 1/3（家族は遠隔地に住んでいるという人も含む）、2/3 は

家族が同居している。癌患者が一番多く、次いで認知症となっている。 

介護サービスを受ける高齢者等のうち、訪問看護を受けているのは 3 割であり、訪問看

護の利用者の 9 割は介護サービスも利用している。終末期医療を家で受ける利用者も、訪

問看護と同時に、清拭、清掃などの介護サービスも受けている例が多い。 

訪問看護師は仕事量が安定している。病院は人員配置が厳しいので、フレキシブルな働

き方は難しいが、訪問看護ステーションでは緊急入院などもない。夜間待機時は 2 日に 1

回訪問要請がある程度で、通常は 9 時から 5 時の定時での勤務がほぼ可能となっている。

訪問看護師の制度がスタートしてまだ 10 年程度であるため、比較的年齢層の高い看護師は

訪問看護師の仕事について、きちんと理解していない人も多い。激務ではなく、ワークシ

ェアリングできるということがわかれば、就業希望者は多くあるだろう。子育て世代の場

合は、まさにあてはまりそうである。潜在的な失業者である看護師が、子どもが保育園に

行っている数時間だけ、土日だけなどといった働き方ができることは魅力となる。 

現在は看護師資格保有者 200 万人のうち、実際に働いているのは半分程度である。訪問

看護は夜勤がないので働きやすいため、看護ステーションの開設は雇用創出につながる。8

万人の訪問看護士が必要とされているが、現在は 4 万人しか働いていない。また、人口密

度による訪問看護ステーションの数は数値化されているが、地方の過疎地では、同じ保険

料を負担しているにも関わらず訪問看護ステーションがないため、利用の機会が制限され

るなど、地域により大きな差があることは大きな課題である。 

訪問看護ステーション開設数が伸びる中、看護師の確保は大きな課題となっている。休
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職中の看護師の復帰を促すための解決策として、ICT を活用した看護師のマッチングサイ

トにより、きめ細かい仕事のマッチングができれば、訪問看護を大きく変えることができ

るとケアプロの川添社長は指摘している。 

 

図表 93 訪問看護ステーション数の推移 

 

資料出所：一般社団法人全国訪問看護事業協会 

      https://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/h26-research.pdf 

 

（11）考察 

ケアプロは、地方創生事業という枠組みの中で、雲南市と官民協働取り組みを展開する

ことができた。純粋な民間の事業としては継続が難しいケースも、適切な公民連携のスキ

ームがあれば成立できるということが実証された本事例は、高齢化が進んでいるにも関わ

らず、医療資源が乏しく、十分な医療・看護・介護サービスが提供できていない山間部や

島しょ地域においても期待が高まる成果である。公民連携は、持続可能な社会を構築する

上で欠かすことができないものとなっているが、それを促進するインセンティブがまだ乏

しいのも実情である。オランダの事例で詳述されている Social Impact Bond のような、民

間事業者の取り組みによって節減できた公的資金を還元するような新しい仕組みが、この

分野にもっと導入されることが求められる。 
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4.7. 柏市「地区診断タペストリーを用いた分析と地域活動の活性化による介護予防」 

（1）背景 

柏市は高齢者人口が全国平均に比べて、急速に増加することが予想されている。15 年後

の 2030（平成 42）年には、高齢者人口が 32.4％の超高齢化社会を迎える。高齢者の中で

も後期高齢者が急速に増え、75 歳～79 歳が 1.5 倍、80 歳～84 歳が 2.6 倍、85 歳以上が

3.6 倍に達すると予測されている。柏市での超高齢化に伴う医療や介護の費用の増加は、計

り知れないほどの社会・経済的インパクトを与えることは間違いない。こうした状況を鑑

みると、元気な高齢者が、いつまでも健康で自立して健康寿命を全うできる地域の仕組み

を作ることは行政にとっても重要な課題である。地域の仕組み作りには、人手と時間がか

かり、残された時間はわずかしかない。 

ところで 2006（平成 18）年度から始まった介護予防の施策は、主としてハイリスクの

高齢者をスクリーニングし、何とか介護予防活動に参加してもらってリハビリ的な訓練を

施す方法で行われてきた。ハイリスクの高齢者を対象としたプログラムは、どこの自治体

でも高齢者に人気がなく、参加者が増えずに低迷している。この施策は費用がかかる割に

介護認定の抑制につながる効果がほとんどなく、従ってコストパフォーマンスが悪く、失

敗であったと言わざるを得ない。そこで、コストのかからない効果が期待できるポピュレ

ーションアプローチに転換する必要性に迫られている。元気な高齢者が元気なまま自立を

維持する支援には、ハイリスクの予防に比べてコストがかからない。 

介護予防に先進的な自治体では、フィットネスクラブのような介護予防センターを設置

し、高齢者で盛況を呈している。しかし、リハビリ的な訓練に参加するような健康意識が

高い高齢者は住民の中の一部にしか過ぎない。そこで、日常生活の楽しみとしている趣味

活動や学習活動で、しかも介護予防の効果が期待できる活動を地域に増やしていく仕組み

を作るべきである。 

2015（平成 27）年度から介護予防の事業が国から市町村の基礎自治体におろされ、新た

に介護予防・生活支援総合事業という名のもとに、進められようとしている。従来の厚労

省が進めてきたハイリスク者を対象とした二次介護予防事業は、失敗に帰した。二次予防

事業では、ハイリスク者をスクリーニングしなくてはならない。その費用が馬鹿にならな

い。一般に、二次予防は、一次予防や三次予防に比べて費用対効果が薄い。どの自治体で

も、二次予防事業ではリピーターが問題となっていた。例えば、筋力の落ちた虚弱な高齢

者を週 2 回、筋力トレーニングを 3 か月続けると筋力が回復し、普通の生活に戻れる。し

かし、訓練を受けた人たちの 8 割は 1 年後は、もとの水準に戻っている。なぜか？それは、

筋力トレーニングは、楽しくないし、つらいというのがその理由である。介護予防事業者

は、筋力トレーニングによって筋力の回復はやるが、日常生活の中で筋力を使う生活をと

りもどすことまではしない。そこまでしないと高齢者は筋力を維持しないのである。この

ような実態に厚労省も変革の必要性を感じ、筋力回復の訓練よりも、楽しい日常生活活動

の中での筋力の回復が有効であるという認識を持つようになった。 
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しかし、総合事業の中での介護予防の施策は、業者から住民主体への流れは示されてい

るものの、住民主体でやれるものとしては、通所の居場所づくりをするということ以外は、

明確なイメージは提示されていない。通所の居場所づくりのイメージは、多くの自治体の

社会福祉協議会などが制度化してきたサロン活動である。どの自治体でもサロンは、実行

者が高齢化し、参加者も相当の高齢でないと参加しないイメージが出来上がっている。い

まさら、サロンの焼き直しのようなお茶を飲みながら談笑するだけのコミュニティカフェ

は、一般高齢者の支持を得ることができないであろうと思われる。 

自治体にとっては、通所の居場所づくりのイメージは明確なので取り組みやすい。2017

（平成 29）年度までにそれに取り組んでいれば、総合事業をやっているということの言い

訳にはなるが、おそらく、「居場所」づくりではだめで、「活動場所」づくりになっていな

ければ介護予防の効果は得られない。高齢者が楽しい活動の中で、筋肉を使い、認知機能

を使うことを積極的に支援しなくては、またも、効果のない介護予防施策になってしまう

ことになりかねない。 

 

（2）調査の目的 

介護予防対象者把握事業は、ハイリスクの高齢者をスクリーニングする目的で行う調査

であるが、柏市では全高齢者が 3 年に 1 回は調査を受ける調査となっている。その調査に、

現在行っている活動、今後したい活動を尋ねる項目を付け加える調査を行い、3 年間の 6

万人のデータが蓄積された。 

このデータを分析することで、どんな活動が介護予防になりうるのか、どのようなこと

をすれば も効果的に介護予防ができるのか明確になる。さらに、丁々目ごとの地域の介

護リスクがどのようになっているのか、その町丁目では、どんな活動支援を行えば効果が

期待できるのかを診断することができる。ここでは、自分の街の状況を視覚化して誰でも

が一目瞭然に把握できる「地区診断タペストリー」を作ることによって、地域の実情に応

じたきめの細かい介護予防計画の立案に役立てる方法を紹介する。 

 

（3）調査の方法 

二次介護予防対象者把握事業では、3 年ごと 1 回すべての高齢者がアンケート調査を受

けることになっている。介護状態に陥る恐れのあるハイリスク者をスクリーニングするた

めに、基本チェックリストと呼ばれる 25 項目のチェックリスト（図表 94）を郵送で調査

するものである。その調査票の裏面にごく簡単な活動に関するチェックリストを加えた調

査を行った。その内容は、週に 1 回以上行っている活動にチェックを入れる 25 項目の質問

と、今後、始めたい活動にチェックを入れる 26 項目の質問からなるもの（図表 95）であ

った。 
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図表 94 介護予防に関する調査票（表） 
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図表 95 介護予防に関する調査票（裏） 
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分析の対象となったのは、2011（平成 23）年度、2012（平成 24）年度、2013（平成 25）

年度に実施した累積データである。データは、介護保険の要支援、要介護と認定されてい

ない 65 歳以上の高齢者で、調査データを活用することに同意した約 6 万人（ｎ＝57,881）

のデータである。 

平均年齢は、72.47 歳。男性が、48.3％、女性が 51.7％であった。 

分析は、丁々目ごとに指標を算出して行った。データ数が 20 を超える 254 丁々目ごと

に、数値データは平均値を算出し、カテゴリーデータは該当率を算出しデータ化した。 

指標として、25 項目の基本チェックリストから、丁々目ごとに虚弱、運動機能低下、低

栄養、口腔機能低下、閉じこもり、認知機能低下、打つ傾向のリスク得点を求めた（図表 96）。

また、丁々目ごとに各リスクについて、リスク者の率を求めた（図表 97）。 

丁々目ごとに 1 週間に 1 度以上行っている活動の実施率を求めた。運動、趣味活動、社

会活動の 25 項目である。さらに、丁々目ごとに 25 項目に旅行を加えた今後やってみたい

活動の希望率を求めた。運動、運動、趣味活動、社会活動の 26 項目である（図表 98）。 

 

図表 96 各リスクの平均得点 

カテゴリー 算出方法 

虚弱 項目１～20 の合計の平均 

運動機能低下 項目 6～10 の合計の平均 

低栄養 項目 11～12 の合計の平均 

口腔機能低下 項目 13～15 の合計の平均 

閉じこもり 項目 16～17 の合計の平均 

認知機能低下 項目 18～20 の合計の平均 

うつ傾向 項目 21～25 の合計の平均 

 

図表 97 各リスク群の率 

カテゴリー 算出方法 

虚弱 項目１～20 が 10 項目以上該当する率 

運動機能低下 項目 6～10 が 3 項目以上該当する率 

低栄養 項目 11～12 がすべて該当する率 

口腔機能低下 項目 13～15 が 2 項目以上該当する率 

閉じこもり 項目 16 に該当する率 

認知機能低下 項目 18～20 の 1 項目以上に該当する率 

うつ傾向 項目 21～25 の 2 項目以上に該当する率 

 

図表 98 各活動の実施率と希望率 

各活動の実施率 25 項目の各運動、趣味活動、社会活動を実施している率 

各活動の希望率 25 項目に旅行を加えた各運動、趣味活動、社会活動をやりたいと希望している率



192 

 

（4）結果 

①リスクの丁々目分布 

基本チェックリストから算出されるリスクには、7 種類のリスクの指標がある。ここで

は、虚弱リスクと、認知機能低下リスクについて、丁々目の分布を紹介する。 

 

a)虚弱リスクの丁々目分布 

虚弱リスク得点は、25 項目の全体を表す も総合的な指標である。リスク得点の分布を

みると（図表 99）、極端に虚弱リスクが高い丁々目が目に付く。これらの地域は、柏市の

南東部の沼南地域と 北部の野田市に接した地域である（図表 100）。これらの地域は、農

地が多く、農村的な生活様式を持っている地域である。一方、ところどころにリスクの非

常に低い面積の小さな地域が点在している。特に北部地域でいくつか存在する。これらの

地域は、大手のディベロッパーが開発し分譲した戸建ての優良な住宅街である。おそらく、

柏以外の所から、主として東京都区から移り住んできた人たちが多い町と思われる。経済

的に豊かで、健康意識が高い人たちだと推察される。 

 

図表 99 リスク得点の分布 
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図表 100 虚弱リスクの地域分布 

 

 
 

b)認知機能低下リスクの丁々目分布 

認知症リスク得点は、3 項目で測られるが、メディアンが 7.2％で少なくない人がこのリ

スクを持っているということになる（図表 99）。特に、沼南地域では、リスク率が高い。

25％近くのリスク者が多い丁々目がこの地域点在している（図表 100）。 

全体の傾向として、虚弱リスク、認知機能低下のリスクでは、 北部と湘南地域の農村

的な地域でリスク率が高く、優良な戸建て住宅街地域ではリスクが低い傾向がある。その

他の運動機能低下リスク、閉じこもりリスク、うつ傾向リスクも同様であった。 

よく農村部の人たちは、サラリーマンの人たちと比べて高齢になるまで役割があり、そ

の分、元気だという印象を持っている人たちが多いが、結果はそれとは反対の結果である。

比較的優良な住宅街の社会経済的に恵まれていると思われる地域では、他の地域よりも群

を抜いて虚弱リスク、認知機能低下のリスクが低い傾向がある。おそらく比較的優良な住

宅街では、教育水準が高い人たち、社会的地位が高い人たちが多く、健康意識が高く、健

康行動を盛んにしている地域であろうと思われる。そう考えるとここでの結果は、健康意

識を高める啓発が重要であることを示唆している。 

 

 

②各活動の実施率 

26 項目の活動の丁々目ごとの実施率で、もっとも高かったのは、ウォーキングである。

実に約 47％の高い水準を示した（図表 101）。柏市は他都市に比べてウォーキングしてい
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る高齢者の割合が多いといわれており（JAGE 調査、未発表）、それを裏付ける結果である。

次いで多かったのは、園芸の 38％、読書の 35％であった。10％以上を示した項目を挙げ

ると、パソコン作業、体操、ストレッチ、筋力トレーニング、趣味のお菓子作り・料理で

あった。比較的、運動系の活動が多い。 

 

図表 101 各活動の平均実施率 

 

 

③各活動の実施率の地域分布 

ここでは、活動の丁々目分布について、地域資源や人的資源と関係が推察される活動に

ついて取り上げ、その結果を示すこととする。 

 

a)ウォーキング実施率の丁々目分布 

ウォーキングは先にみたように、 も多くの人たちが実施している活動であるが、その

丁々目のメディアンは、47.8 である。 も高い実施率では 70％を超える町丁目があり、低

い丁々目では 20％以下であった（図表 102）。 

ウォーキング実施率の地域分布（図表 103）をみると、まったく虚弱率の地域分布の裏

返しであることがわかる。ウォーキングの実施率でも、 北部と沼南地域は非常に低く、

優良の住宅街では非常に高い。手賀の森 2 丁目という地域は、すぐ近くに手賀沼周囲の整

備された遊歩道に近い住宅街である。ウォーキングの実施率が高い地域には、歩くコース
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が整備された大公園に近い住宅街が多い。 

 

図表 102 ウォーキング実施率の丁々目分布 

 
図表 103 ウォーキング実施率の地域分布 
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b)水泳実施率の丁々目分布 

水泳の実施率は、丁々目のメディアンは 4.2％で、他の運動系の活動に比べて高くはない

（図表 104）。しかし、都会では人気のある運動種目である。水泳は、ウォーキングと同じ

ような地域的傾向がある。農村部の実施率は低い。しかし、当然のことかもしれないが、

実施率は高い地域は水泳施設のあるところに集中する傾向がある（図表 105）。水泳の施設

がある地域としては、民間のフィットネスクラブがあるところや、ごみ焼却の排熱を利用

した市民プールがある地域である。水泳は、施設依存型の運動種目であるが、高齢者はこ

うした施設が近くにあると利用する率が高くなるということである。 

 

図表 104 水泳実施率の丁々目分布 

 

図表 105 水泳実施率の地域分布 
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c)趣味の料理実施率の丁々目分布 

趣味の料理の実施率は、丁々目のメディアンは 11.8％、比較的人気のある活動である（図

表 106）。この活動も 北部と沼南地域は低く、優良の住宅街では高い傾向がある（図表 

107）。トップの手賀の森３丁目という地域は、突出して実施率が高い。そこには、地元の

野菜で様々なレシピを開発したり、シェフを対象とした野菜市を実施したり、農業と食を

結ぶ活動を熱心に行っている活動家のおひざ元の地域である。地元で柏野菜を使った料理

教室を立ち上げている成果であろう。このじれを見ると活動を仕掛ける人の存在も大きな

要因になることがわかる。 

 

図表 106 趣味の料理実施率の丁々目分布 

 

図表 107 趣味の料理実施率の地域分布 
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d)学習活動実施率の丁々目分布 

学習活動として単独の項目で尋ねている項目は、語学学習であるが、語学学習以外は、

その他の学習として尋ねている。その他の学習の実施率は、丁々目のメディアンは 6.1％で

あった（図表 108）。その他の学習活動でもやはり、施設依存の傾向がみられる。地元の大

学である麗澤大学は、住民のための生涯学習センターを設け、さまざまな講座を企画し実

施している。その他の学習活動の実施率の 10％を超える上位にいる地域は、やはり麗澤大

学近辺の地域が多い（図表 109）。 

様々な活動の実施率には、また、さまざまな要因が絡んでいるであろうが、根底には、

地域住民の健康づくり行動や趣味活動には、社会経済的要因が働いているように思われる。

それらの影響下にありながら、活動を推進する住民の存在や活動に利用される施設の存在、

遊歩道などの環境的な要因も大きく影響しているものと思われる。したがって、活動の指

導者的な住民の支援、生涯学習施設や運動施設の整備を促すことも高齢者の活動を活発に

する効果のある施策として取り組んでもよいと思われる。 

 

図表 108 その他の学習活動実施率の丁々目分布 
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図表 109 その他の学習活動実施率の地域分布 

 

 

④活動とリスクの関係 

各活動は、大なり小なり 7 種類のリスクと関係を持っている。個人レベルで活動をして

いる人は健康で、介護リスクがすくが少ないのは当然である。ここでは、個々の地域レベ

ルでその関係があることが重要である。つまり、ある活動をしている率の高い地域は、リ

スクが少ないとう関係が地域レベル示されることが、より強固に両者の関係を示している

ことになるからである。 

 

a)ウォーキング実施率と虚弱リスク 

先にみたようにウォーキングの実施率と虚弱リスクの地域分布をみると、まったくウォ

ーキング実施率と虚弱リスクと率は、裏返しの関係であることがわかった。改めて両者の

関係を丁々目データでプロットしてみると、ウォーキングの実施率が低いところは、虚弱

リスクが高く、ウォーキング実施率が高いところは、虚弱リスクが低い（図表 110）。相関

は、0.7 を超える高い相関がある。ウォーキング実施率が虚弱リスクを低め、また、虚弱リ

スクを低いことが、ウォーキング実施率を高めているという両方向の因果関係があると思

われる。両者が好循環しているところと、悪循環しているところがあると推察される。ウ

ォーキング実施率が高いところは、ますます元気になり、虚弱リスクが低まり、それがま

た、ウォーキング実施率を高めているということが考えられる。 
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図表 110 ウォーキングの実施率と虚弱リスクの地域分布 

 
 

b)虚弱リスク（改善）に寄与する活動 

 ウォーキングの実施率と虚弱リスクとの間には、強い相関関係があることが分かった

が、ここでは、相関係数の二乗をウォーキング実施率が虚弱リスクの分散を説明する率と

してとらえ、それを虚弱リスク（改善）に寄与する度合いと考えることにする。このよう

に各活動の虚弱リスクに対する寄与率を計算すると、 も大きいのが、45％のウォーキン

グであった（図表 111）。次に大きいのがパソコン作業、読書、ストレッチで、さらに、ボ

ランティア活動、体操、麻雀、楽器演奏、料理・お菓子作りと続く。意外なことに、 も

改善に寄与すると思われる筋力トレーニングは、料理・お菓子作りの後塵を拝している。 
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図表 111 虚弱改善に寄与する活動 

 

 

 これらの結果は、ストレートに何をすべきかを表しているとは言えないかもしれない

が、ウォーキングは虚弱リスクを改善するに、 も推奨されるべき活動であろう。パソコ

ン作業、読書、麻雀、料理・お菓子作りなどの認知的機能を使う活動も上位にランクされ

るのは、背景には、虚弱リスクが認知症のリスクを包含していること重なっていることに

関係していると思われる。また、このような行動をとる人たち多い地域は、社会経済的ス

テイタスが高く、健康意識も高い地位であると思われる。これらの活動が虚弱リスク（改

善）に寄与するという、因果関係めいた表現は慎むべきかもしれないが、何らかの大きさ

で虚弱リスクを改善する活動であるととらえても大きな間違いではないよう思われる。 

 

c)虚弱リスク（改善）の寄与率と活動希望率 

どのような活動を虚弱リスクの改善に地域で進めたら、効果的なのかを考える要因とし

て、今後、地域の人たちがどの活動をしようとしているのか（希望率）が重要である。先

にみたような虚弱リスクの寄与率が高いからといっても、その活動に地域の人たちが興味

をもち、今後やりたいと思っている活動でないと、多くの人たちがその活動を習慣的に実

行する成功率は高くはならない。 

そこで虚弱リスクの寄与率（説明率）と今後やりたいかを示す希望率をプロット（図表 

112）してみると、ウォーキングが断然他を引き離して両方の指標が高い。寄与率と希望率

が高いのは、パソコン作業、読書、ストレッチ、ボランティア、筋力トレーニング、料理・

お菓子作り、水泳であった。希望率が高くても、寄与率は低いものとして、園芸・家庭菜

園、習字、カラオケがあった。これらは、農村部で好まれる活動で、これらの地域の人た
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ちを活動に戦略的に巻き込むには向いたか活動であろうと思われる。 

 

図表 112 虚弱改善の効果的な活動 

 

 

（5）地区診断タペストリー 

今回の約 6 万人の調査結果を実際の介護予防事業に生かさないと調査をした意味がない。

今回のデータの強みは、通常、市町村が計画策定のために数年ごとに行う高齢者の健康実

態調査とは違って、悉皆調査であるということである。丁々目ごとの平均値や率が取り扱

えたことは、非常に意義のある分析ができることとなった。 

地域の人たちが住民主体の活動を立ち上げていくためには、地域の人たちが、自分たち

の地域の状況を知ることが出発点になる。自分たちの地域では何が問題なのかを知ること

である。いわゆる地区診断である。この調査では、限られた情報しかない。地域の 7 種類

の介護リスク、26 項目の活動実施、27 種類の活動希望の情報である。これらを地区診断

のデータとして一目瞭然で把握できる「地区診断タペストリー」なるものを考案した（図

表 113）。 
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図表 113 地区診断タペストリー（縦） 

 

タペストリーの作り方は、いたって単純である。地域の 7 種類の介護リスク率と、26 項

目の活動項目の実施率を、標準化した 5 段階で評価する。それをエクセルにデータとして

作成する。そして、各評価を丁々目ごとに単純合計して合計の評価点とする。次に、評価

点の高得点から低得点に並べ替え、各評価得点のセルに、赤、黄、緑、青、紺の色付けを

する。これが地区診断タペストリーである。 

一見すると青の多い模様から赤の多い模様に移行する飾り布のように見えるのでタペス

トリーと名付けたわけである。各指標間には相関関係があるので、このような色の移行模

様ができる。中には、相関が薄い活動項目があるので、それが周囲の色と違う縦筋のよう

になって見える。 

このタペストリーでは、リスクと各活動の活発さを得点化し、配列したことで、リスク

の低いところほど、さまざまな活動を活発にしていることがわかる。 

さらに、一目でその丁々目の現状と市内における相対的位置がわかる。したがって、こ

れを見ることによって地域がもっと活発な活動をしてこうという大きな動機付けができる

のではないかと思われる。 

ところで、先に述べたように、介護予防は住民主体の一次予防を推進する方向に政策の

梶が切られた。そして、事業は市町村が責任で行える事業に変わったので、ある程度の自

由度を持って介護予防の施策が打てるチャンスである。実は、二次予防を重視しなくなっ

たために、基本チェックリストを使った悉皆のスクリーニング調査を自治体はやらなくて

よいことになった。 
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できたら、各自治体もかつて行っていた悉皆調査を一度は復活し、正確な地区診断を行

ってみるべきだと考える。その地区診断データをもとに住民とともに地域の介護予防プロ

グラムを立案して、住民主体の介護予防業を展開することが実り多い介護予防の成果をも

たらすと思われる。 

柏市ではこれらの分析に基づいて、住民のウォーキング支援者を育成して、地域で住民

主体の介護予防プログラムを進めようとしているところである。その成果が待たれるとこ

ろである。 
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5. 公民連携で推進するオランダの eHealth 

5.1. オランダの eHealth の動向 

オランダは、九州とほぼ同じ面積である 41,864 平方

キロメートルの国土に、1,697 万人（2015 年 12 月現在 

オランダ中央統計局）が住む国である。オランダは、

EU28 ヶ国中で、国土面積は 23 位であるが、人口は 8

位と人口密度が非常に高い。高齢化率は、世界銀行

（World Bank）の「世界の高齢化率（高齢者人口比率）

国別比較統計・ランキング」によれば、2014年で 17.56%

と 16 位に位置する。 

立憲君主制をとっており、2013 年 4 月 30 日にベア

トリクス女王がオランダ王位を退位し、現在の元首は、

ウィレム・アレキサンダー国王陛下となっている。 

オランダは、GDP に占める社会福祉関係の支出が約

25%と福祉国家的な社会を維持してきたが、アレキサン

ダー国王は、即位後の議会演説で「20 世紀型の福祉国

家は終わった126」と述べ、国民が自助努力をする「参

加型社会（participation society）」へと転換しなければならないと訴えた。背景には、オランダ

の財政悪化があり、EU 参加国に求められている財政規律127である財政赤字を 3%以下に抑えるた

めには大規模な歳出削減が必要になってきていることがあった。医療や福祉に対する予算も聖域

ではなく、ヘルスケア分野でもより効率的で効果的な政策運営が求められる大きな転換点をなっ

た。 

オランダの医療保険制度は、国民皆保険が実現しており、大きく 3 階層に分かれている128。

Compartment 1 が、特別医療費保険 AWBZ であり、1 年以上の治療・リハビリテーション、予

防接種、介護サービスが対象となる。保険者は国であるが、実際の給付事務は Compartment 2 の

医療保険を提供する民間保険者が代行し、これらの保険者は、Health Care Office と呼ばれてい

る。Compartment 2 が、短期の医療保険となっており、月額 100 ユーロ程度の保険料で、医療・

介護のサービスが提供されている。民間の保険会社が政府の管轄で提供しており、家庭医制度が

導入されている。保険会社は、加入者の選別が禁止されており、保険料の上限もある。国民は、

                                                  
126 Independent「Dutch King Willem-Alexander declares the end of the welfare state 
（Tuesday 17 September 2013）」
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/dutch-king-willem-alexander-declares-the-e
nd-of-the-welfare-state-8822421.html 
127 EU 加盟国の財政規律を定めた「財政安定化・成長協定(SGP)」に違反した場合は、罰則手続

きがある。 
128 日本医療政策機構「参考資料：オランダの医療制度改革と高齢化対策」

https://www.hgpi.org/handout/Reference_TheNetherlands.pdf 

資料出所：外務省サイト 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/n

etherlands/ 
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複数ある保険会社から自分の好みの保険会社を選択し、加入する義務がある。この「規制された

競争（Regulated Competition）」により保険者の効率的な事業経営・医療サービスの提供を実現

させる仕組みとなっている。Compartment 3 は、補完保険と呼ばれ、Compartment 1 または 2

では提供されないサービスが含まれる。任意加入であるが、被保険者の約 9 割が加入している。 

オランダの医療制度では、夜間や休日で登録している家庭医が治療できない場合の代理医師

locum tenens もおり、プライマリケアの充実や慢性疾患管理にも特徴があり、スウェーデンの

Health Consumer Powerhouse 社による EHCI（Euro Health Consumer Index）129調査におい

ても、数年にわたって 1 位を保持している。OECD の調査においても、ヘルスケア関連費用は年

間 900 億ユーロと調査対象国の中で も高い GDP 比であり、手厚い医療サービスが提供されて

いることがわかる。 

オランダにおける医療資源は、病院が 100 か所、家庭医 4500 人、医療従事者 1800 人、夜間・

休日のための家庭医の代理医師 locum tenens100 人が存在する。医療機関における電子化は進ん

でおり、病院での PACS 導入率 100%、HIS 導入率 100%、臨床に関する概括評価(Clinical 

overview)80%、発注管理Order management40%となっており、家庭医でのシステム導入率 100%、

薬局でのシステム導入率 100%、介護施設（Nursing Home）でのシステム導入率 40%という状

況にある。しかし、ICT 導入は、各機関の責任となっており、政府であっても、病院等に対して

「この ICT プロバイダーのこの製品を使え」とは強制はできない。そのため、利用されている ICT

はバラバラであり、相互運用性がない状況にあり、なんらかの基準が必要となっている。関係者

との協議と合意形成を重視する「ポルダー（干拓）モデル」がここでも重要となっている。 

オランダにおけるヘルスケア分野の ICT 活用には、3 つのレベル、①機関内における専門家の

ためのデータ利用である EHR、②機関と機関の間で情報を電子的に交換する HIE（Health 

Information Exchange)、③患者と専門家の間での電子的な情報交換 PHR がある。オランダで

は、①のレベルは 80 年代とだいぶ早い段階で進み、②は導入には時間がかかったが VZVZ（詳細

は後述）での運用ができており、③が現在動き始めている課題である。オランダのヘルスケアデ

ータの活用は民間ベースで行われているが、市場は完全に自由化されているわけではなく、政府

による規制のもとで動いている。 

オランダは、今年開催される eHealth Week 2016130の幹事国となっており、より積極的な

eHealth への取り組みへとつながっている。 

  

                                                  
129 EHCI（Euro Health Consumer Index）の詳細については、以下を参照のこと。

http://www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55 
130 EU の eHealth Week 2016 は、欧州員会や HIMSS Europe などにより開催される eHealth
に関する大規模イベントである。その詳細は以下を参照のこと。

http://www.ehealthweek.org/ehome/index.php?eventid=128630& 
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5.2. eHealth 推進の中心となる保健・福祉・スポーツ省 VWS131 

保健・福祉・スポーツ省 VWS（Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport）132は、オラ

ンダにおけるｅHealth 推進の中心的役割を担う省

庁である。2014年 7月、VWS省の Edith Schippers

大臣が eHealth に関する今後 5 年間の行動計画を

発表し、2019 年までの 3つの目標が提示された133。

第 1 の目標は、患者自身が自分の医療データへの

直接アクセスできる、患者中心のケアシステムで

ある PHR の構築である。5 年以内に、慢性疾患患

者の 80％は、薬剤情報、バイタルサインおよび検

査結果を含む特定の医療データに直接アクセスで

きるようにし、それらのヘルスケアに関する情報

は、モバイルアプリケーションやインターネット

アプリケーションで閲覧できる。患者自身が自分

のヘルスケアに関するデータを知ることができる

「見える化」を進めることで、患者中心ケアが実

現し、よりより生活＝ベターライフにつながる。

PHR は、人々をエンパワーメントし、自分自身のヘルスケアデータをコントロールすることがで

き、医者と患者間の関係性を平等にすることもできると考えられている。第 2 の目標は、自己管

理（セルフケア）で、5 年以内に、慢性疾患患者の 75％と虚弱高齢者（例えば糖尿病や COPD な

ど）が、自分自身で血糖値などのデータを自己測定し、健康状態を管理していくことが求められ

ている。第 3 の目標は、「高齢者が安全に独立した生活を継続すること」ためにテクノロジーが支

援を行うことである。患者中心のケアシステムは、医療だけでなく、介護分野も含まれており、5

年以内に、自宅でケアとサポートするすべての人々が、タブレットなどの画面を通じて、在宅で

医療プロバイダーとやり取りができ、自宅で安全に暮らし続けることができるようにする。 

これらの目標に対する進捗は、2015 年現在では、5～15%であるが、VWS 省では、目標の達成

時期を遅らせることないように推進していくため、eHealth に対して 1.3 億ユーロの投資を行っ

ていくこととしている。 

しかし、VWS 省では、eHealth の推進を自らが先頭にたって牽引しようという姿勢は持ってい

                                                  
131 VWS 省の Directie Internationale Zaken (Managing board of international Business)の
Adviser である B.M. (Trix) Vahl 氏、氏、氏への 2016 年 2 月 8 日に実施したヒアリング及び各種

資料より作成 
132 VWS 省の詳細は、以下を参照のこと。

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport 
133 SmartHealth サイト 

http://www.smarthealth.nl/2014/07/03/schippers-brief-ehealth-zorgvernieuwing-2014/ 

資料出所：VWS サイト 

https://www.rijksoverheid.nl/regering/in

houd/bewindspersonen/edith-schippers

図表 114  VWS 省 Edith Schippers 大臣 
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ない。政府は、eHealth がどこに向かって進むべきかの設定をするだけで、あとは民間に任せる

ことで、新たなイノベーションが生まれると考えている。政府は、法律を制定し、ガイドライン

やルール作成して基準を明らかにすることで、民間の投資が行えるような基盤を構築する。その

後は少し距離を取り、ヘルスケアプロバイダや ICT ベンダの取り組みを見守ることになる。 

例えば、EHR のような医療情報の電子的交換の際に、「紙でないと駄目である」といった古い

発想による規制は、デジタル化において大きな障害になる。古い規制がどれだけ残っているかは

現場で働いている人々が一番よく知っており、小さなルールでも、デジタル化の現状に合わせた

ものに変更していかなければならない。政府の eHealth の方針には「知識の共有化」があり、ベ

ストプラクティスのやり方を関係者が共有できるプラットフォームの構築も進めている。 

 

（1）国主導による EHR 構築の失敗 

オランダでは、国主導により医療機関で保存されている医療情報を中央集権的に集める

ことで、医療情報の交換を行うことができる電子患者記録 EPD の構築を目指していた。電

子患者記録 EPD の構築に必要に法律は、2011 年に下院を通過したが、国民とメディアに

よる強い反対により、上院で成立をすることができなかった。これは、国民が、すべての

医療データが、すべての医療機関から見えてしまうのではないかという恐れを感じたため

に大きな反対運動へとつながり、国としても、データの安全性について保証することがで

きなかったことも背景にあった。 

国主導の電子患者記録 EPD の構築はここでストップしたが、医師が、治療のために患者

の記録を電子的に交換することの必要性はあり、新しいやり方で EHR の構築に臨むこと

となった。 

 

（2）民間主導による HIE 構築へ 

国主導の構築がストップしたことを受けて、民間主導による方法を模索することとなっ

た。そこで、民間の保険会社によりヘルスケアプロバイダーコミュニケーション協会 VZVZ

（De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie）が設立され、民間組織で

ある VZVZ が、国主導の電子患者記録 EPD に代わる医療データ交換のプラットフォーム

LSP（National Switching HUB のオランダ語の頭文字）の構築を担うこととなった。LSP

では、情報の蓄積は行わず、交換のみを行うプラットフォームであり、医師・薬剤師など

の職業によってアクセスできる情報を制限するアクセスコンロトールやアクセスログによ

りデータ閲覧者の追跡も可能となっている。LSP では、患者は自分のデータを誰が、いつ

アクセスしたかといった情報を閲覧することはできるが、自分自身のカルテのデータは閲

覧できない。LSP への参加は任意であるが、家庭医、看護師、薬局など、ほぼすべての機

関が参加しており、多くの患者からの同意も得られ、大きな成果を出している。そこで、

オランダでは、自分自身の医療データを患者自身がコントロールする PHR「患者ケアファ

イル PGD」という次のステップへ進もうとしている。 
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（3）民間主導による PHR 構築へ 

PHR システムである「患者ケアファイル PGD」にどのような要件が必要であるかは、

全国患者連盟（The Dutch Federation of Patients Organisations The Netherlands：NPCF）

も交えて検討をしている。NPCF が「患者ケアファイル PGD」のビジョンを決定し、患者・

保険会社・ヘルスケアプロバイダーの 3 社が責任を持って形を決めていく。政府だけでな

く、薬局や ICT ベンダーなど関係する機関が一緒になって検討していくことが、目的のた

めの戦略的な進め方となる。医師は、比較的頑固な人も多く、文化を変えていかなければ

新しい物事は進まない。政府は、「患者ケアファイル PGD」の基準を作り、どうファンデ

ィングするかを検討することで、開発の進捗を後押しすることになる。 

患者ケアファイル PGD は、患者ポータルサイトがあり、市民・患者とヘルスケアプロ

バイダーにまたがる形のセルフケア・プラットフォーム、市民・患者側にセルフケアを支

援するアプリ、デバイスが存在する。完成すれば、オランダ国民 1700 万人とヘルスケア

専門家 40 万人の協力関係から構築されるものとなる。 

 

図表 115 患者ケアファイル PGD のサービスと機能 

 

資料出所：VWS 省提供資料 
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図表 116 患者ケアファイル PGD の内容 

 

資料出所：VWS 省提供資料 

 

（4）PHR システム「患者ケアファイル PGD」推進のための法整備 

eHealth を推進するため、法律面での検討も 2010 年から始めている。 

前述のように、オランダでは国主導による中央集権型の EHR システムである「電子患

者記録 EPD」がとん挫することで、民間組織である VZVZ による LSP が構築され、分散

型で電子的な医療データの交換が行われてきた。政府は、これに対して、個人情報保護や

プライバシーに関わる条件だけを決め、民間組織の VZVZ がこれに準拠した形で構築や運

用を行ってきた。 

2011 年からは、現在ある eHealth に関連する法律を分析し、必要な項目が抜けていない

かなどの調査を行い、新しい法律案の成立を目指しているところである。新しい法律案

「33.509 修正：ケアに社会保障番号を利用する法律、ヘルスケア市場規制法および健康保

険法（電子データ処理におけるクライアントの権利）Wijziging van de Wet gebruik 

burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de 

Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)134」

は、個人の権利に注目した形になっており、①個人のヘルスケアに関する情報を交換する

                                                  
134 オランダ上院サイト

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20140701/gewijzigd_voorstel_van_wet_3/document3
/f=/vjl4k3hgjxzp.pdf 
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場合には同意が必要であり、オプトインによる参画となる、②どんな情報を、誰と交換す

るかを具体的に記載しなくてならず、情報交換のたびに誰がどの情報を見たいかで同意を

もらう、③制度をよく知らいない人を守るため、何に同意するのかを明示的に説明しなけ

ればならない、④情報は電子的に閲覧できなくてはならない、といった内容になっている。

新しい法律案は、2014 年に下院に提案され通過したが、現在、上院での 終的な成立を待

っているところである。成立が遅れている理由のひとつが、4 つの条件が人によって解釈

が異なっていることにある。また、情報交換のたびに、患者から同意を取ることは、医師

やヘルスケアプロバイダーにとって大きな手間がかかることになることがある。そこで、

2015 年 12 月に修正案を出し、「法律の施行時期を遅らせる」（LSP での情報交換の際に、

誰がどのデータを閲覧するという具体的な記載で同意を得るためには、医師やヘルスケア

プロバイダーの使用するソフトウェアを改訂しなければならないため、その準備が整うま

での時間的猶予を与える）か、「厳しい取扱いをあきらめる」（LSP での情報交換のたびに、

患者に同意を求めるのではなく、どんな情報をどの人にという部分が変わらなければ、1

回同意をとればよい）の 2 つの選択肢を示している。2016 年 2 月には、修正案を上院で議

論する予定になっている。 

EU では、データ保護指令がデータ保護規則に代わることになっており、データ保護に

関して、さらに厳しい対応が求められることになる135。従来の「指令（Directive）」から

「規則（Regulation） 」に格上げされたことで、国内法を制定することなく、EU 法を加

盟国が直接適用することができ、EU 各国でばらつきのあったデータ保護のレベルの一元

化が図られることになる。新しいデータ保護規制では、対象者の明確な同意を求めること

が定められたことが大きな改正ポイントである。新しい法律案が成立すれば、EU データ

保護規則にも対応できると考えている。また、EU 内で国境を越えた患者情報の相互運用

を促進するプロジェクトである epSOS136にオランダも 2008 年から参加しているが、現在

は、法的なことから、実際の情報交換はできない状況にある。新しい法案が成立すること

で、2018 年からの相互運用ができるようになる。 

 

（5）遠隔医療 Telemedicine 

VWS の掲げる 3 つ目標を実現するためには、遠隔医療の普及も重要とされている。人口

の高齢化は、医療コストを指数関数的に上昇させ、 終的には医療サービスの提供を立ち

行かなくする。ケアプロセスの再設計が必要とされており、遠隔医療は、より高い効率を

達成するための効果的な方法となるとみられている。遠隔医療は、インターネット上でヘ

ルスケアプロバイダー間、ヘルスケアプロバイダーと患者の間に迅速で効果的なコミュニ

ケーションを成立させ、高速な診断により患者当たりのコスト低減につなげることができ

                                                  
135 EU のデータ保護指令の改正は、2015 年 12 月に加盟国と欧州議会の交渉を完了し、2016 年

春に欧州議会で議決される見通しで、2 年の公布期間を経て 2018 年に発効予定となっている。 
136 epSOS は、2008 年～2014 年に実施された EU のプロジェクトで 25 か国、52 組織が 16 のパ

イロットプロジェクトを実施している。オランダはパイロットプロジェクトには参加していない。

epSOS の詳細は、以下を参照のこと。http://www.epsos.eu/ 
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る。セカンダリーケア、プライマリケアからセルフケアまでにおいて、患者がケアプロバ

イダーのネットワークに連携することになり、時間と場所を選ばないケアが可能になる。 

KSYOS 遠隔医療センター（KSYOS TeleMedisch Centrum）137は、オランダにおける

新しい形のケアプロバイダーであり、専門的な医療のための機関として、遠隔医療の研究

開発と実装を行っている。病院の実際の建物はなく、バーチャルな病院として、1 万以上

のケアプロバイダーと協力関係を結び、遠隔医療を行っており、2014 年には、15 万人の

患者がアクセスしている。 

遠隔による皮膚科の診療では、家庭医が自分の患者の皮膚の疾患をスマートフォンのカ

メラで写真に撮り、KSYOS 遠隔医療センターに送付すると、皮膚科の専門医が診断し、2

日で返信をもらうことができる。利用者への調査では、「あなたは電話でのコンサルティン

グで学ぶことができたか？」という問いに対しては 76%の人が「その通りである」と回答

し、「専門家の回答で、あなたとあなたの患者を支援できましたか？」という問いに対して

は 83%の人が「その通りである」と回答している。 

遠隔による眼科の診療でも、目に異常のある患者の画像を送信することで、眼科の専門

医が診断し、2 日で返信をもらうことができる。 

KSYOS 遠隔医療センターの遠隔医療で、ファーストラインでスクリーニングできるた

め、遠隔診断の結果、異常がなかった 9 割以上の患者は、実際に専門医のところに診療へ

行く必要がなくなる。 

 

図表 117  KSYOS 遠隔医療センターでの遠隔皮膚科診療 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 

 

 

資

資料出所：VWS 省提供資料 

 

  

                                                  
137 KSYOS TeleMedisch Centrum の詳細は、以下を参照のこと。http://www.ksyos.nl/ 
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図表 118  KSYOS 遠隔医療センターでの遠隔眼科診療 

 
資料出所：VWS 省提供資料 

 

医者にいくべきか患者自身が判断することを支援する無料アプリ「Behandelpad」も開

発されている。このアプリでは、症状から考えられる病気を検索できたり、病院に行くま

でに患者側で注意すべきことをタイムライン（例えば、胃カメラ検査をするのであれば、

検査予約が朝の 9時であれば、朝は食事をしてはいけない、12時間前からアルコール禁止、

13 時間前から食事禁止など）で表示される機能もついている。 

 

図表 119 患者支援アプリ「Behandelpad」 

 

  

資料出所：VWS 省提供資料 
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（6）電子的な個人認証制度 

自分自身のヘルスケアに関連する情報を電子的に閲覧したり、ダウンロードするには、

具体的には Web サイトにログインしてということになる。電子的に、自分が自分であると

いうことを証明する仕組みが必要であり、信頼性の高い個人証明のツールが必要になる。

これは、国の個人証明のツールでも、民間の個人証明のツールでも、安全性が保証される

ことが必要である。特に、政府機関や医療機関にアクセスするためには、高いセキュリテ

ィが求められることになる。 

 

①政府による電子個人認証システム「DigiD」 

現在、オランダでは、税金の電子申告などのオンラインでの行政とのやり取りに利用さ

れている「DigiD138」という仕組みがある。DigiD は、2004 年に電子納税をスタートさせ

るにあたって、内務省傘下の電子政府の共同管理組織である Logius139（当時の名称は、

GBO Overheid、2010 年に Logius に名称変更）が開発した電子認証システムで、ユーザ

名とパスワードにより認証することで、オランダ政府のウェブサイトの数百へのアクセス

（住民票の申請、社会保障関係の手続きなど）を可能にするものである。DigiD は、住民

サービス番号 BSN を取得していれば、無料で取得することができ、1,250 万以上のオラン

ダ人が DigiD を利用している。 

DigiD は、DigiD のサイトのリクエストページで、住民サービス番号 BSN、生年月日、

郵便番号、家屋番号を入力すると、自宅住所に郵送にて個人的なアクティベーションコー

ドが送信される。DigiD のサイトのアクティベーション画面上でアクティベーションコー

ドを入力することで、ログイン ID をアクティベーションし利用可能となる。 

DigiD は、セキュリティの 3 つのレベルがある。第一レベルは、行政サービスにアクセ

スするためのユーザ名とパスワードを使用する。第二レベルは、ユーザ名とパスワードに

加えて、追加認証として、SNS 経由で送信されるトランザクションコードを入力する。

もセキュリティレベルの高い第三レベルは、PKI 証明書が入ったオランダの電子 ID カー

ドが必要となる。 

 

図表 120  DigiD のロゴマーク 

 
資料出所：DigiD サイト https://www.digid.nl/en/ 

                                                  
138 DigiD の詳細は、以下を参照のこと。 https://www.digid.nl/en/ 
139 Logius の詳細は、以下を参照のこと。https://www.logius.nl/ 
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②官民で利用できる新しい電子的個人証明の仕組み「idensys」 

DigiD の普及は進んでいるが、技術の進展に伴い、セキュリティ等の面で信頼性に疑問

がでできたため、さらに高いセキュリティが保証できるものにすることと、行政機関だけ

でなく、民間組織においても同様に電子的な個人認証を行えるようにするため、官民共通

の新しい個人認証の仕組みである「idensys140」の検討が国立医療 ICT 研究所 Nictiz で実

施されている。DigiD などの電子認証システムは、 終的には idensys の仕組みに吸収さ

れることになる。また、EU 各国の eID を EU 内でクロスボーダー認証できる相互運用性

について研究開発している Stork プロジェクト141に準拠したものとなっている 

idensys は、政府と企業が協力し、インターネット上の安全なログインを可能にするも

ので、オンラインでの市役所、税務署、保険会社、医療機関等の手続きができるだけでな

く、オンラインショッピングやオンラインバンキングでも利用できることが特徴となって

いる。官民の協力により、市民・利用者が複数所持するユーザ ID とパスワードの数も減ら

すことができ、将来的には、ユーザ ID とパスワードによるログインだけでなく、IC チッ

プ付きの ID カードやスマートフォン・タブレットなどログイン方法を選択できるようにし

ていくこととなっている。 

安全なログインのために、政府と企業は、idensys のセキュリティガイドラインに準拠

してシステムを構築しなければならず、これにより個人情報保護と信頼性が担保される。

政府は、セキュリティガイドラインを管理し、idensys につながるシステムがこれに準拠

されているかどうかの監督も行い、セキュリティ保護ができていない組織はこれらに参加

することができない。 

市民・利用者が、idensys のユーザ ID とパスワーを申請する際には、個人情報（氏名・

住所・性別・生年月日・市民サービス番号 BSN）の入力を求められる。しかし、これらの

情報は、Idensys 上で直接閲覧することはできず、例えば、オンラインショッピングの企

業との個人認証では、あなたが許可した情報だけが、オンラインショッピングの企業が確

認できる仕組みである。また、あなたが、ほかにどのようなサイトにアクセスしているか

といった情報も閲覧はできない。 

2016 年 1 月から、限定的な参加組織142による Idensys によるログインの実証実験がス

タートしており、この実証により、設計通りに機能しているかをチェックすることとなっ

ている。2016 年 3 月からは、税務署による税務行政での Idensys の実証実験がスタートし

て、 大 3 万人の民間人がログオンをテストしている。 

idensys のログインのセキュリティレベルは 4 段階で、レベル 2、レベル 2＋、レベル 3、

                                                  
140 idensys の詳細は以下を参照のこと。https://www.idensys.nl/ 
141 EU の Stork プロジェクトの詳細は以下を参照のこと。https://www.eid-stork2.eu/ 
142 実証実験には、ハーグ市・ロッテルダム市などの自治体、Zilveren Kruis・RVO・CZ などの

民間医療保険会社、薬局の団体 PharmaPartners、Isala Klinieken 医療機関、PostNL 郵便局、

KPN 電話会社などがある。 
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レベル 4 となっている。ネットショッピングであれば、レベル 2 でのログインも可能であ

るが、政府機関や医療機関であればレベル 3、レベル 4 でのログインが必要となる。どの

レベルのログインが必要となるかは、参加組織が決定できる。 

 

図表 121  Idensys のログインのセキュリティレベル 

 
資料出所：Idensys サイト 

https://www.idensys.nl/inloggen-met-idensys/inlogmiddel-aanvragen/ 

 

ICT ベンダーは、各社で Idensys 規格に準拠した製品を提供することができ、要件を満

たしていれば、機能や価格を自由に設定できることとなっている。2016 年 3 月現在、

Idensys サイトで公表されている企業は Digidentity 社143の 1 社となっている。 

ID カード（Identiteitskaart）144、パスポート、運転免許書など市民サービス番号 BSN

が記載されているカードを IC チップ付きのカードにリニューアルすることも検討してい

る。ID カードについては、2016 年 2 月に電子 ID カード（elektronische identiteitskaart）

の配布が始まっている。 

 

図表 122 ID カード（Identiteitskaart） 

 

IC チップ付き ID カード（表）         2013 年版（裏）145 

資料出所： 

（左）オランダ政府 Rijksoverheid.nl サイト https://www.rijksoverheid.nl/ 

（右）オランダ政府 RvIG サイト 

http://www.rvig.nl/documenten/brochures/2015/02/27/factsheet-burgerservicenummer 

  

                                                  
143 Digidentity 社の詳細は、以下を参照のこと。https://www.digidentity.eu/ 
144 ID 詐欺を防止するための、市民サービス番号 BSN は券面の表ではなく、裏に記載されるこ

ととなった。 
145 ID 詐欺を防止するため、近年、市民サービス番号 BSN は券面の裏に記載されるように変更

された。 
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5.3.  eHealth の標準策定機関である国立医療 ICT 研究所 Nictiz146 

（1）国立医療 ICT 研究所 Nictiz とは 

国立医療 ICT 研究所 Nictiz（Nationaal ICT Instituut in de Zorg）147は、2002 年に設

立された eHealth の標準化と推進のための研究機関であり、約 40 人のスタッフが働いて

いる。Nictiz の収入の 95%は、健康、福祉・スポーツ省 VWS からの財源で運営されてお

り、残りの 5%は病院などからプロジェクト受託などによる収入となっている。Nictiz の業

務は、eHealth に関する標準の策定と維持、知識の共有化と専門的なアドバイス、人や組

織をつなげること、eHealth の動向をモニターすることとなっている。よりよい情報を通

じてよりよいケアを目指しており、ヘルスケアにおける品質と効率を向上させるための医

療分野での ICT 利用をサポートする。医療部門は、主に公的資金されているので、市場が

異なり、相互運用性について必ずしも進んでいない状況を変革することを目指している。 

 

（2） HIE（Health Information Exchange)の構築 

2002 年からオランダでは、組織と組織の間での電子的な医療情報の交換 HIE（Health 

Information Exchange)をどのように行うかを検討してきた。案１としては、すべての組織

の情報を中央に集めるというやり方、案 2 としては、それぞれの機関が分散で情報を保有

するというやり方である。オランダでは、 終的に案 2 の分散型のシステムを選択するこ

とになったが、その理由は、責任の問題、コピーが行われた際の同一性の問題、セキュリ

ティにおける安全性の問題などがある。 

当初、検討されていた電子患者記録 EPD では、医療情報交換のために「AORTA148」と

いう標準をつくり、これに基づいて Nictiz において中央集権型で電子的な情報交換が行わ

れる仕組みを構築した。電子患者記録 EPD を実働させるための法案が 2010 年に下院を通

過したが、国民、特にヘルスケアプロバイダーからのプライバシーに関する強い反対にあ

い、上院では成立できず、2011 年に廃案となった。 

これにより、政府機関が HIE のプラットフォームを所有することができなくなったが、

すでに電子患者記録 EPD には、2 億 5000 万ユーロの投資が行われており、このまま捨て

てしまうには巨額すぎるということになった。そこで、Nictiz を 2 つに分離し、標準化等

を行う Nictiz と、新しい HIE のプラットフォームである全国医療情報交換ハブ LSP を運

用する VZVZ とに組織を分けることになった。VZVZ は、民間の保険会社が資金を出し、

協同組合の形になっている。 

                                                  
146 Nictiz の Social Projectmanager である Mr. Merik Seven 氏、Senior Adviser IT for 
Healthcare の Dr.Michiel Sprenger 氏への 2016 年 2 月 8 日に実施したヒアリング及び各種資料

より作成 
147 Nictiz の詳細は、以下を参照のこと。www.nictiz.nl/ 
148 AORTAは、XML構築における医療業界の標準規格であるHL7v3メッセージを使用している。

そのため、医療機関で利用される他のアプリケーションとの相互運用性に関しては、このレベル

での試験ができている。 
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（3）全国医療情報交換ハブ LSP 

全国医療情報交換ハブ LSP では、HL7 の IHE-XPS に準拠しており、20～25 の地域ク

ラスターに分かれている。オランダには 400 の自治体があり、地域クラスターは、自治体

のエリアとは同一ではない。 

2011 年に廃案になった電子患者記録 EPD は強制参加であったが、LSP への参加は、医

療機関側も患者側も任意であり、オプトイン方式をとっている。2012 年には、すべての家

庭医、薬局は参画しており、年間 1 億 2000 万のメッセージが交換されている。 

VZVZ は、健康保険会社の協同組合であり、有期限の契約により存在している。2016 年

1 月に、新しい契約が関係者間で結ばれたことで、5 年間の延長がはかられている。 

 

（4）PHR システムの必要性 

医療専門家同士の情報交換は実現しており、次は患者との情報交換が必要となっている。

患者も、ヘルスケアプロバイダーと情報交換があった方が、自分自身のケアの質が向上す

ることを感じ始めている。オランダ全体で、「国民が社会にもっと参画すること」が求めら

れるようになってきており、ヘルスケア分野も例外ではない。患者が、自分でケアを選択

できるようになるには、患者側に情報がなければ難しい。PHR システムにより患者中心の

ケアが可能になる。 

PHR システムについては、国が「どこどこの ICT ベンダーの製品を利用しろ」とは言

えない。そのために、自由な市場の中、患者が自由に選択できる環境をつくる方向となっ

ている。Nictiz では、オランダ患者連盟 NPCF をパートナーとして、PHR システムには

どのような機能が必要であるかといった要件仕様をまとめている。PHR システムで閲覧で

きる情報は、LSP で交換されている情報だけでなく、Fitbit や HeartBeat のような個人に

よる健康管理ツールの情報も合わせて管理できることが求められる。この要件仕様に準拠

した製品を、多数の ICT プロバイダーが開発することで、自由に製品を選べるようにする。 

 

（5）データの品質向上 

病院内の医療情報を蓄積する EHR については、10 年以上開発を続けてきた。収集した

情報の二次利用を推進したいが、データの品質の問題が存在する。 

データの定義が病院ごとに違うだけでなく、病院内でも科が異なると変わってしまうこ

ともある。喫煙パターンに関するデータが、1 つの病院で 10 数種類にもなっていたという

笑い話もあり、共有化できていない。Nictiz と 8 つの大学病院では、データの定義の整合

性を取り組んでいるが、数年はかかる予定である。 

 

（6）eHealth モニター 

Nictiz の活動のひとつに、eHealth のオランダ国内での進捗を調査する「eHealth モニ
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ター149」がある。eHealth モニターは、患者とヘルスケアプロバイダー（家庭医、医療専

門職、精神科医）に対する定期的な年次調査で、2013 年から毎年実施されている。eHealth

モニターの結果は、VWS へとフィードバックされ、eHealth における施策検討の基礎とな

る。前述の Edith Schippers 大臣による 2019 年までの eHealth の目標も、この調査結果

から導きだされている。 

2015 年の調査結果では、患者とヘルスケアプロバイダーのどちらにおいてもインターネ

ット利用率は高いが、患者では、医療情報の検索が主で、自分自身の疾病の自主管理には

あまり利用されていなかった。ヘルスケアプロバイダーは、e-consultation やネット予約

といったサービスを提供しているが、患者はその情報を知らなかった。医療記録は、家庭

医で 93%、ほかの医療専門職で 66%と、ほぼ電子化されている。医療情報の電子的な交換

は進んでいるが、まだ改善の余地はあるという。 

 

  

                                                  
149 eHealth モニターの詳細は以下を参照のこと。https://www.nictiz.nl/ehealth/ehealth-monitor 
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5.4. HIE プラットフォームを運用・維持するヘルスケアプロバイダーコミュニケーション協会

VZVZ）150 

（1）ヘルスケアプロバイダーコミュニケーション協会 VZVZ とは 

ヘルスケアプロバイダーコミュニケーション協会 VZVZ（De Vereniging van 

Zorgaanbieders voor Zorgcommunicati）151は、保険会社、家庭医、薬局、病院、ICT プ

ロバイダー等の業界団体による協同組合で、2011 年に上院で廃案になった電子患者記録

EPD を、新しい形の医療情報交換プラットフォームにするために、2012 年 1 月に設立さ

れた民間組織である。財政的には、4 つの民間の健康保険会社による資金提供で運営され

ており、年間 1800 万ユーロ～1900 万ユーロの予算規模で、全国医療情報交換ハブ LSP

の維持管理がおこなわれている。オランダデータ保護監視委員会 CBP からも、個人情報を

取り扱う組織として認定されている。 

組織構造としては、RVT という監視部門が、各業界団体の代表から構成される VZVZ の

ボードメンバーをモニターし、アドバイス組織からも助言をもらう仕組みとなっている。 

協同組合の契約が 2016 年 1 月に切れたが、新たに 5 年間の契約が結ばれた。新しい契

約の中には、政府が進めている PHR システム「患者ケア記録 PGD」への対応も含まれて

いる。 

図表 123 VZVZ の組織構成 

 

資料出所：VZVZ 提供資料 

                                                  
150 VZVZ の Manager corporate communicatie である Mr.Alf Zwilling 氏、Manager Operations
である Mr.Joris Smits 氏への 2016 年 2 月 8 日に実施したヒアリング及び各種資料より作成 
151 VZVZ の詳細は、以下を参照のこと。https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home? 
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（2）全国医療情報交換ハブ LSP152 

新しい形の医療情報交換プラットフォーム全国医療情報交換ハブ LSP は、患者の同意に

よるオプトインによる参画と、地域ごとに分けたネットワークにした上で、民間が運営す

るということで政府での了解を得て、スタートすることができた。LSP での地域クラスタ

ーは、43 地域に分けられている。 

 

図表 124 LSP での地域クラスター 

 

資料出所：VZVZ 提供資料 

 

全国医療情報交換ハブ LSP は、Nictiz が策定した基準に準拠した形で VZVZ によりプ

ラットフォーム運営がなされている。民間組織の運営であるため、政府の個人情報保護の

部署や、ヘルスケア組織を管理する衛生に関する部署からの監督をうける。 

ヘルスケアプロバイダからの参加は任意であるが、家庭医、看護師、薬局など、ほぼす

                                                  
152 VZVZ の J.（Joris）Smits 氏「オランダ国家的仮想電子患者記録の将来」を参照 
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べての機関が参加している。患者も 975 万人が LSP 参加に同意をしている。 

高齢の患者においては、LSP などの仕組みを理解することが難しいため、参加をためら

うのではないかという課題があったが、これに関する調査研究では、家庭医に LSP への参

加をすすめられた高齢者の 8 割以上が同意しているという結果がでている。信頼できる家

庭医からの勧誘により、スムーズな同意につながっている。 

 

図表 125 LSP の構造 

 

資料出所：VZVZ 提供資料 

 

LSP では、患者データはそれぞれの機関に保存されており、それぞれの機関がデータに

対する法的責任を負う。依頼により、LSP 上では情報の交換を行うだけで、患者データは

全く蓄積されない仕組みになっている153。承認の上、知る必要がある医療専門職だけが、

ヘルスケアプロバイダ間で情報を閲覧できる。例えば、家庭医が利用できる情報としては、

患者の現在の健康上の問題の概要、どのような薬を服用しているか、既知のアレルギーな

どがある。 

LSP に接続できるヘルスケアプロバイダーは、参加条件をクリアしていなければならず、

どんなサーバ証明書をもっているかなどが具体的に定められている。接続後も、2 年に 1

度の検査が行われる。もし、条件をクリアできない状況になった場合には、接続を切断す

                                                  
153 保険会社がヘルスケアの効率化や質の向上に使えるようなデータは、品質インディケーターな

どの別の仕組みで収集されており、LSP からの情報収集はできない。 
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ることになり、政府からは、データ保護に関する罰則でペナルティを与えられることにな

る。VZVZ のサーバには、サイバーアタックなどもあるが、発足以来、データ保護法にお

いて報告しなければならないような事故は一度も生じていない。 

LSP には 2 つの基本機能があり、第 1 は、LSP にどのような種類の情報が、どの情報源

から、どの患者について入手可能であるか知るために機能である。そのための患者の個人

識別には、市民サービス番号 BSN が利用されている。医療専門職の個人識別には、「UZI

カード154」と言われる IC チップ付きのカードが使われている。これにより医療専門職の

承認と認証を LSP で行っている。 

 

図表 126  UZI カード 

 
資料出所：Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Unieke_Zorgverlener_Identificatienummer 

 

第 2 に、誰がどのデータを要求したのか、誰がレジストリに記録の入手可能性について

の情報を追加したのか、誰がほかのヘルスケアプロバイダーにデータを送信したのか検証

できるようにアクセスログが記録される。患者は、自分自身のデータがどのように利用さ

れたかアクセスログで後から確認することもできる。 

 

（3）同意方法 

患者が LSP への参加に同意する方法は 3 つある。第 1 に、かかりつけの家庭医に口頭で

伝える方法である。家庭医が、システムに患者からの同意があったという情報を記録する

ことになる。第 2 に、専用用紙で家庭医に提出する方法である。これも、家庭医が、シス

テムに同意の情報を記録することになる。第 3 に、VZVZ のサイトで、オンラインで同意

する方法である。 も多いのは、第 2 の方法となっている。2016 年 2 月現在で、975 万人

の患者からの同意が得られている。 

専門用紙での同意書のフォーマットは、以下のようになっている。 

 

 

  

                                                  
154 UZI（Unieke Zorgverlener Identificatie）カードの詳細は、以下を参照のこと。

https://www.uziregister.nl/ 
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図表 127 LSP 参加への同意書フォーマット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：VZVZ サイト  

https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Formulieren/Toestemmingsformulier.pdf 

 

（4）アクセスログの管理 

LSP では、地域クラスター内であれば、患者の許可があれば、家庭医・薬局・病院など

の医療プロバイダー間で情報交換が行われる。地域クラスターが異なると、患者の情報を

交換できるのは病院に限定され、セキュリティを高めることができる。 

患者が確認できる情報は、誰が自分の情報にアクセスしたか、何の情報にアクセスした

かの情報になり、現在は、VZVZ のサイト上で、電子政府サービスの共通ログイン手段で

ある「DigiD」でオンライン確認ができる。 

また、状況が変われば、本人宛にメールで知らせてくれるサービスも行っているが、こ

同意フォーム－LSP による医療情報の電子的支援 

はい いいえ

同意をうけた医師の情報 

氏名 

住所 

郵便番号

薬局 
病院 

患者自身の情報 

姓 名 男性／女性 
住所 

郵便番号

生年月日

日付 署名
あなたの子供も同意しますか？

・12 歳未満は親の同意 
・12-16 歳は、本人 or 親の同意

子供が自分で同意書を書くことも

OK だが、親の署名が必要 
・16 歳以上は、自分で同意 私の子供の情報 氏名と生年月日

子供の署名 

保護者の署名 日付 
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のサービスの利用者も数千人程度である。 

 

（5）情報の保存期間 

医師の電子カルテの保存期間は 15 年間となっているため、VZVZ のログの保存期間も

15 年間となっている。これは 低の保存期間であるため、実際にはさらに長い期間、保存

されている。 

オランダにおいては、カルテの情報が誰のものであるかは、法律にて規定されている。

カルテそのものは、記載した医者のものであるが、患者自身にも見る権利があるとされて

いる。 
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5.5. eHealth 推進に当事者参画をする患者連盟 NPCF155 

（1）患者連盟 NPCF の概要 

患者連盟 NPCF156は、オランダ国内の大小 160 以上の患者団体・消費者団体の連合会で

あり、ヘルスケアシステムにおける患者の立場を強化するともに、患者へのヘルスケアに

関する情報提供を行っている。患者連盟 NPCF は、ケアの質、患者の権利、ケアのおける

選択肢とそのための情報、手ごろな価格のケア、高齢者や介護、デジタルに対する懸念と

いった領域で活動を行っている。政治の場、医師のオフィス、健康保険会社等に対して患

者の意見を伝えることで、政策へ影響を与え、ヘルスケアにおけるよりより製品・サービ

ス提供につなげている。 

約 60 名のスタッフが働いており、2014 年の年次報告書157によれば、運営資金は、VWS

省から 120 万ユーロ、プロジェクトによる収入 639 万 493 ユーロ、患者と消費者の質に関

する SKPC（Stichting Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten）財団から 211 万 3763

ユーロ、その他 17 万 4037 ユーロとなっている。会員団体からの参加費はあるが、非常に

少額であり、全体の収入の１％未満である。 

 

（2）eHealth への取り組み 

①PHR 開発・導入のためのフレームワーク（PGD-kader 2020） 

患者連盟 NPCF では、すべての国民が 2020 年までに電子的に個人の健康記録を持てる

ようにすることを目的に、PHR 開発・導入のためのフレームワークである「PGD-kader 

2020」プロジェクト実施した。このプロジェクトでは、健康保険会社の業界団体であるオ

ランダ健康保険者連合会 ZN（Zorgverzekeraars Nederland）158のイノベーション基金か

らの財政支援で 2014 年 4 月に発足し、18 カ月をかけて、医師会 KNMG などの関係者と

協議しながら、PHR にはどのような機能が必要であるかを検討してきた。 

もともと、NPCF では、病院と薬局の情報がバラバラであることに不満を感じており、

患者の情報をまとめられるものが必要ではないかと感じていた。そこで、NPCF 独自でビ

ジョンをまとめ、ポジションペーパーを作成していた。PGD-kader 2020 では、さらに患

者からのヒアリング等を実施し、患者にとって何が必要かを明らかにした。PHR のような

新しいシステムが導入されれば、医師や患者から、情報管理に対する恐れを感じるのは当

                                                  
155患者連盟 NPCF の Senior Policy Advisor eHealth である Ms.Margo Brands への 2016 年 2 月

11 日に実施したヒアリング及び各種資料より作成 
156 患者連盟 NPCF の詳細は、以下を参照のこと。https://www.npcf.nl/ 
157 年次報告書 2014 の詳細は、以下を参照のこと。

http://www.jaarverslag.npcf.nl/2014/organisatie/29-jaarverslag-2014/organisatie/153-financie
el-jaarverslag 
158 オランダ健康保険者連合会 ZN（Zorgverzekeraars Nederland）は、9 つの健康保険会社

（Achmea, ASR, CZ, Eno, DSW, ONVZ, Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid.）が加盟する団体で、

その詳細は、以下を参照のこと。https://www.zn.nl/ 
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然のことであり、健康保険会社が病気にかかっている情報を見たために、保険料がアップ

したり、加入を拒否されるのではないかと考え、自分の情報を共有したくないという方向

になってしまうことも考えられる。多くの人々にとっては、個人健康記録 PGD を利用す

ることのメリットを知らないため、「なぜ、このようなシステムを使わなくてはいけないの

か？」と感じる。しかし、多くの疾患を抱える高齢者や慢性疾患を持つ患者、妊婦など個

人健康記録 PGD に大きい効果を感じる層も限定的ではある。これらの人々が、普及の一

歩となると思われている。 

また、オランダの医療政策において、ヘルスケアに関して自分で責任を持つ「セルフマ

ネジメント」の方向性が強くなっている。高齢化が進めば、ますます医療費は高騰するこ

とが予想され、セルフマネジメントがコスト抑制に効果がもたらすと考えられている。セ

ルフマネジメントを行うためには、そのための情報が必要であり、患者ケアファイル PGD

がそのツールとなるはずである。 

患者ケアファイル PGD では、①家庭医・薬局・病院の情報を一元的に閲覧でき、②自

己管理している健康に関するアプリのデータをここに連携すること、また③政府には大き

な資金はないため、どのようなスキームで運営すれば、持続可能な仕組みとなるかが検討

された。ビジネスモデルとしては、患者ケアファイル PGD の基礎部分は国の資金で構築

し、アプリやツールなどは民間の協力で構築する。2015 年 7 月に、その報告書がまとめら

れ、国の PHR のガイドラインに反映されている。 

患者ケアファイル PGD は、健康に関する個人情報を収集する大規模なデジタルフォル

ダとなる。市民・患者自身が、自分の情報を収集し、追跡することができる。年齢、体重、

血液、目、フィットネス、血圧、予防接種等の健康データだけでなく、医師やヘルスケア

プロバイダーでの診断や検査結果、投薬記録なども保存することが可能となっており、自

分自身の健康に関する情報をひとつに集めることができる仕組みとなる。 

患者ケアファイル PGD のサービスは、「アプリ」の一種であり、心拍数、血圧、血糖値

などの測定ができる多数のアプリケーションの測定結果を患者ケアファイル PGD に保存

し、本人が希望すれば、家庭医やその他のヘルスケアプロバイダー、家族などと共有する

ことができる。例えば、あなたが医師に相談する前に、患者ケアファイル PGD のファイ

ルの一部を送信することができたり、健康に関する取り組みをゲームの形で競争すること

もできる。アプリで録音した赤ちゃんの心音を助産師と共有してモニタリングしたり、病

院への予約スケジュールや正しいサプリメントの服薬を支援などといった役立つ便利なア

プリが利用できることになる。これらもアプリは、国の策定するガイドラインに準拠する

ことで、民間の ICT ベンダーが開発し、市場に提供していくことになる。 

患者ケアファイル PGD の情報やサービスを利用する際には、誰とそれを共有したいか

を選択でき、それにより、患者ケアファイル PGD のインテリジェンスが、妊娠検査後に

予定されていた X 線検査をキャンセルするように警告するといったことが可能になる。 
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図表 128 患者ケアファイル PGD の概要 

 

資料出所：NPCF サイト http://www.npcf.nl/pgd-kader-2020 

 

2016 年から、Nictiz や VZVZ と協働で、患者ケアファイル PGD の基礎部分についての

実証をスタートさせる。2020 年の完成を目指しているが、政府は、2018～2019 年にはサ

ービスをスタートさせたいと考えている。 

患者ケアファイル PGD の利用は任意であるが、家族と共有できるなど、高齢者がこの

ようなシステムを利用することへの配慮も検討している159。 

 

②患者パネル調査（Zorgpanel NPCF） 

NPCF では、2 万人以上の患者パネル調査（Zorgpanel NPCF）の仕組みを持っており、

そこから得られる意見も非常に貴重なものとなっている。パネルメンバーには、年 8 回の

電子メールによるアンケート調査が実施されている。 

eHealth に関しても、実際にそれらのアプリを試しもらったり、彼らの経験をブログに

書いてもらうということも通じて、患者の経験を多くの人に共有してもらっている。 

 

（3）医療情報は誰のものか？ 

NPCF によれば、カルテに記載されている患者に関する情報は、患者のものである。し

かし、これに対して、すべての医師が同意しているわけでなく、コンセンサスが得られて

いるといえない。しかし、医療データによるビッグデータ分析あどが進めば、患者の情報

                                                  
159 オランダの後見人制度は、アナログの世界もデジタルの世界も区別はないため、認知症などに

より心身の機能が低下した状態の患者の関する情報も、これに準じることになると思われる。 

情報 HUB

自分自身で閲覧 

セルフケア（予防、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、運動）

ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ（医療とのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）

ｿｰｼｬﾙﾈﾄﾜｰｸ（共有）

簡便性（いつでもどこでも） 

情報（個人的な検索機能） 

一般の情報 自主管理の情報 専門家が提供する情報
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で利益を得ようとする人々がでてくる可能性もある。 

患者ケアファイル PGD でも、アプリで、自分自身の情報を収取した場合、このまとめ

た情報は患者のものとなるが、医療機関や薬局に残る情報は、それぞれの機関のものとい

う考えになるかもしれない。 

 

（4）eHealth に対する受容 

2011 年にとん挫した電子患者記録 EPD は、オプトアウト方式の中央集権型で自分の情

報が収集されるということが、大きな拒否感につながった。現在の LSP は、オプトイン方

式で、さらにヘルスケア専門家同士の情報交換であるため、一般の人は知らない人も多く、

大きな問題になっていない。家庭医や薬局で、LSP 参加の同意書をもらい記入することに

なるが、信頼しているかかりつけである家庭医から「あなたの情報を医療機関で交換して

もいいか」と言われれば、多くの人々は同意することになる。LSP では、自分の記録への

アクセスログを VZVZ のサイトから閲覧できることも、患者にとっての透明性につながっ

ている。 

患者ケアファイル PGD も、オプトイン方式をとり、患者として、「この先生は閲覧して

もよい」、「この家族は OK」というように、ケースごとに共有設定ができるようすること

で患者の不安を減少させる。また、患者データは、それぞれの機関に分散して保存されて

おり、１か所に集めるわけではないこともセキュリティが高くなり、安心感につながる。

現在検討されている idensys により電子的な認証のセキュリティレベルが上がり、国会で

検討されている「「33.509 修正：ケアに社会保障番号を利用する法律、ヘルスケア市場規

制法および健康保険法（電子データ処理におけるクライアントの権利）」により、個人同意

の取り方が厳しくなる予定であることから、患者ケアファイル PGD 導入に対して、国民

から大きな反対はでてきていない。 

一方で、個人同意取得方法が厳しくなり、医師が LSP 上でデータ交換を行うたびに、毎

回、同意が必要となることは、利用者・患者側からみると現実的ではない。NPCF として

は、一度同意するれば、同じ相手同士の情報交換は都度の同意は省略できる形でもよいの

ではないかと考えており、政府に対して検討を促していきたい。 

医師からの反対もないわけではないが、実際に使えるものができてくれば、具体的な意

見につながるはずである。医師・患者のリテラシーも高めていく必要はあり、NPCF とし

ては、一緒によい使い方を学んでいくというスタンスである。 

反対の声をあげる人は少数でも声が大きいというのは、オランダでも同様である。NPCF

は当事者団体ではあるが、ただ国のやり方を否定するという考えはなく、「患者の権利を守

る」ために必要なことは何かをいうことを意識した活動を行っている。eHealth に関して

も、「情報をオープンにすることで、患者の選択肢が増える」ということが重要であり、そ

のために、患者にとって何が必要かを情報発信し、政策へ反映させるという具体的な行動

につなげている。 
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5.6. オランダ・アルツハイマー協会Alzheimer Nederlandにおける認知症ケアにおける ICT活用160 

（1）オランダ・アルツハイマー協会 Alzheimer Nederland とは 

オランダの認知症の患者数は、25 万 6 千人で、2040 年には 115 万人まで増加すると推

計されている。また、認知症の前段階である軽度認知障害 MCI は 103 万人存在すると言

われている。認知症は、 も医療費のかかる疾患であり、オランダでも、2013 年の総医療

費の 5%、40 億ユーロ以上が使われている。 

認知症患者の 70%は家族等と同居しており、世話を受けているが、介護者の 28%が、介

護の負担が過度であると感じているという。オランダでは、高齢者介護の責任が国から自

治体に移ったことで、介護施設の数が少なくなってきており、できるだけ長く自宅で生活

してもらう方向に変わってきている。 

アルツハイマー協会は、患者組織として 33 年まえにスタートし、情報提供、電話サポー

ト、アルツハイマー・カフェの開催など認知症患者とその介護者のためにざまざまな支援

を行っている。51 の支部があり、給与が支払われているスタッフは 57 人となっている。

そのほかにボランティア 5000 人がおり、認知症カフェ 230 軒がある。政府からの財政支

援はなく、個人や企業からの寄付で運営されている。 

 

（2）デルタ計画 

認知症に対する国家戦略は、2005 年からスタートしており、現在は、認知症の治療と予

防、ケアを改善するための国家認知症レジストリ構築、医療従事者と患者と介護者のため

のオンラインポータル構築のために、認知症に対する官民パートナーシップによる 8 年間

の支援であるデルタ計画が進められている。デルタ計画の背景は、現在 26 万人といる認知

症患者が、2040 年には 45 万人にまで増加すると予想されていることがあり、今できるこ

とから取り組んでいかなければいけない状況にある。 

政府は、デルタ計画に 3250 万ユーロを拠出し、民間からも資金提供も併せて、2 億ユー

ロといった規模での研究開発が進められている。政府の試算によれば、これらの研究開発

によって、医療や介護のコストが 30 億ユーロも削減できるとされている。 

アルツハイマー協会も、デルタ計画のボードメンバーの 1 組織であり、公の力と民の力

をあわせることで大きな原動力としていくという。 

 

（3）認知症をもつ人々のための SNS アプリ「アルツハイマー・アシスタント」 

アルツハイマー・アシスタントは、2013 年 7 月から公開している自宅で認知症患者を介

護している介護者ためのツールであり、70 人以上の介護者に実際に体験してもらいながら

開発した実用的なコンテンツとなっている。 

                                                  
160 オランダ・アルツハイマー協会 Alzheimer Nederland の Herman N.A. Post 氏への 2016 年 2
月 11 日の実施したヒアリング及び各種資料により作成 
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認知症に関する具体的な対処方法、専門家の連絡先、患者の体験記などの情報が提供さ

れているだけでなく、同じ経験も持つ介護者や認知症の専門家からの支援やアドバイスを

受けることができ、自分で、トピックを提案し、そのテーマで議論を行うという双方向の

やりとりも可能である。自分の ID とパスワードでログインすれば、自分の介護記録などを

保存することができる。 

アルツハイマー・アシスタントの現在の利用者数は 2 万人となっており、このほかに、

アルツハイマー協会のサイトにアクセスする人々も 1 万人程度ある。 

 

（4）認知症患者の介護者のためのオンラインプラットフォーム「Dementia.nl」 

認知症患者・介護者とのコミュニケーションをさらに活性化するために、 近になって

オンラインプラットフォーム「Dementia.nl」も新たに構築している。このサイトでは、

アルツハイマー・アシスタントで提供していた内容よりも、さらに充実した情報提供を行

い、軽度の認知症の段階から、認知症がさらに進み、死亡に至るまでの人生の段階ごとに

必要な情報を提供できるようになっている。 

検索機能も高めており、例えば「ストレス」というキーワードで検索すると、621 件の

関連コンテンツが結果表示される。「ストレスへの対処」というキーワードでは、29 件の

関連コンテンツが表示され、書籍や DVD、対処法を紹介しているページなどが結果表示さ

れるなど、必要な情報を迅速に探索できるようになっている。 

 

図表 129 オンラインプラットフォーム「Dementia.nl」 

 

資料出所：http://www.dementia.nl/ 

 

「Dementia.nl」でも、アルツハイマー・アシスタントと同様に自分の介護記録をメモ

することができ、それをタイムラインで表示させたり、他の人とシェアすることや、サイ

ト内でどのような記事をいつ閲覧したかといった情報も簡単に取得できるようになってい
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る。 

持続可能性の高いプラットフォームを構築したいと考えており、同じコンテンツを、ス

マホやタブレットでも変換して閲覧・利用できるようになっている。 

 

（5）リアルとデジタルを融合したプラットフォームへ 

今後は、現実の様々な支援とオンライン上の支援を、「Dementia.nl」上で統合したいと

考えている。 

認知症患者の介護には、ボランティアによる支援も必要であるが、ボランティアとして

もある程度の知識がなければならない。アルツハイマー協会では、認知症患者の介護を支

援できるボランティア育成を行っており、必要な家庭への配置をおこなっているが、この

ようなボランティア・マッチングの機能を「Dementia.nl」に統合していきたい。また、

認知症ケアに利用できる商品の紹介やオンラインショッピングができるような機能も付加

していくことで、利用者それぞれに合った使い方ができる統合プラットフォームへと進化

させていこうと考えている。 

このような統合プラットフォームは、各国でそれぞれ構築しては、バラバラになってし

まう。国により文化的な背景や慣習は異なるが、共通するコンテンツは多いと思われる。

このプラットフォームを、日本でも利用したいということであれば歓迎したい。 
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5.7.  ロッテルダム市のおけるソーシャル・インパクト・ボンド SIB による官民連携161 

（1）ソーシャル・インパクト・ボンド SIB とは 

ソーシャル・インパクト・ボンド SIB は、2010 年に英国で初めて導入されたスキーム

で、民間資金で社会的コストを削減する事業を実施し、事前に合意した成果が達成された

場合には、行政から事業にかかった費用と成果報酬が支払われるという仕組みによる、新

しい官民連携の社会的投資モデルである。 

英国が SIB を導入した背景には、財政悪化により行政コストの削減とそれに伴う行政サ

ービスの見直しを迫られたことがあり、そのような中でも質の高い行政サービスを維持す

るために考えられた仕組みといえる。英国において、SIB のスキームで 初に実施された

のが、受刑者の再犯率を下げる事業であり、受刑者が再犯しなかったことで刑務所が収監

コストを減少させることができれば、コスト削減分の中から成功報酬を投資家に還元する

という内容となっていた。英国でスタートした SIB は、ヨーロッパ諸国、アメリカ、カナ

ダと広がっており、日本においても 2015（平成 27）年に、横須賀市での特別養子縁組の

プロジェクトが日本財団を中間組織としてスタートしている。 

オランダのロッテルダム市は、ヨーロッパ大陸で 初に SIB に取り組んだ自治体となっ

ている。 

 

（2）ロッテルダム市における SIB への取り組み 

①ロッテルダム市での SIB のスキーム 

ロッテルダム市でも、英国同様に行政コストの削減が SIB 導入のきっかけとなっている。

求職者への行政サービスとして、職場に復帰するための雇用促進予算と失業手当があった

が、職場復帰のための雇用促進予算が 90%近くも削減され、それによりロッテルダム市の

失業率がオランダの中でワースト 1 になってしまったことが、SIB の導入を検討するきっ

かけとなった。 

SIB の基本は、自治体、投資家、サービス事業者、評価者の 4 つの組織がそれぞれのコ

アコンピタンスを発揮し、協力関係を構築できるかにかかっている。自治体は、社会的課

題を認識しており、その解決のためのコストを負担する。投資家は、経済的モデルを検討

し、リスクを管理する能力が高い。サービス事業者は、素晴らしいアイディアと運営ノウ

ハウを持っており、大学・会計事務所・コンサルタントなどの評価者は、事業の社会的効

果を独立した立場で評価することができる。 

ロッテルダム市は、2014 年に、ロッテルダム SIB 財団を中間支援組織とし、投資家と

してスタート財団・ABN AMRO（銀行）、事業を実施する NPO として若年者への就業支

                                                  
161 ロッテルダム市役所（Gemeente Rotterdam）の Programmamanager Social Impact Bonds
である Hiske van den Broek 氏への 2016 年 2 月 12 日の実施したヒアリング及び各種資料により

作成 
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援への実績がある Buzinezzclub、評価者として、オーテッド・ファイナンス、Deloitte と

協働で SIB のプロジェクトを開始した。 

SIB では、投資家（このケースでは、スタート財団・ABN AMRO）が、実施する事業に

必要な資金をサービス事業者（このケースでは Buzinezzclub）に投資（提供）する。投資

家とサービス事業者の間に、財団などの中間支援組織を置くケースもあり、ロッテルダム

市では、ロッテルダム SIB 財団を設立し、SIB の中間支援組織としている。サービス事業

者（このケースでは Buzinezzclub）は、その資金を使って、対象となる人々にサービスを

提供することになる。事業に実施したことによって得られた成果を、評価者（このケース

では、オーテッド・ファイナンス、Deloitte）が事前に 4 者の間で決定された指標に基い

て評価を実施し、目標を達成したと認められた場合には、地方自治体（この場合は、ロッ

テルダム市）が、事業費用に成功報酬インセンティブを付加して投資家に支払うことにな

る。但し、もし、目標を達成できなかった場合には、地方自治体は支払いを行わない。 

 

図表 130 SIB のスキーム 

 
資料出所：EU 議会 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/538223-Social-impact-bonds-FINAL.pdf 
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②SIB 適用可能な社会的課題 

SIB はすべての事業にふさわしいフレームワークではない。事業をスタートさせる前に、

SIB 適用がふさわしい社会的課題であるかの検討が必要である。 

例えば、「空気汚染を解消」という課題では、市民ひとりひとりには負担がかかっている

かもしれないが、空気汚染によって生じるコストのはっきりとしたオーナーがいない。こ

のような課題には、SIB 適用はふさわしくない。 

次に、「スラムになってしまった地域を良くする」という課題では、街のスラム化は、1

つだけの要因だけでなく、複数の要因がからんでおり、事業の効果が見えにくいというこ

とがある。例えば、スラムに住む人々に職を提供するためにパン屋を作る、パン屋がある

と健康的な食事ができる、健康になるとスポーツをする人が増える、スポーツする人が多

くなると教育レベルも上がる、町がよくなる、というような「風が吹けば桶屋がもうかる」

的なものは、事業に対する直接的な効果がみえないため SIB 適用はふさわしくない。「街

が良くなる」ではなく、「無職の人が減る」といった直接的な効果を目標にしなくてはなら

ない。 

あまりに長期間になる事業も SIB にはふさわしくない。例えば、「移民の子供は言語の

問題で勉強ができない」という課題があったとし、研究により、2 歳の時に言語を習得で

きれば、後々、勉強についていけるというわかったとする。しかし、2 歳の時に投資した

ことによる効果は、18 歳までわからないとなると、それでは SIB の適用は難しいことにな

る。SIB では、投資のリターンは 5～7 年程度と言われている。 

オランダでは、まだ実施されていないが、「ホームレスをなくす」というような課題は、

SIB が適用しやすい。2001 年のロッテルダム市の選挙でのある政党が「ホームレスをなく

す」ことを選挙公約に挙げていた。ホームレスに住む家を提供し、協力組織で雇用しても

らうことができれば、ホームレスの保護費を削減できる。また、犯罪をおかしてしまうホ

ームレスも多いため、刑務所への収監がなくなるなどのコスト削減も大きい。 

高齢者向けの公的サービスで、高齢者がなるべく長く自宅で生活できるように改築費用

を提供する協同組合といったものがあるが、実際には予算があまりなく、すべてのニーズ

に対応できていない。このようなものにも SIB のスキームは有効であるかもしれない。 

 

③成果の目標設定 

評価の対象となる効果をはっきりさせることも重要であり、どうような項目で評価でき

るのかを設定するのかが も難しく、時間のかかるところである。目標設定を厳しくしす

ぎると、対象範囲の中で一番やりやすい部分しかやらない「Cherry-Picking＝いいとこど

り」に陥ってしまう。多くの自治体は、例えば「人の幸せとは何か？」「健康的に食べると

は何か？」といった社会的パラメーターをどう数値化するのかということには慣れていな

いため、目標設定には、大学などの協力が必要である。 
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④ロッテルダム市の SIB 事業へのディシジョンツリー 

ロッテルダム市は、SIB にふさわしい事業かどうかを判断するために、7 つのステップ

からなるディシジョンツリーを作成し、公開している。SIB による事業を実施したいと考

える人は、このディシジョンツリーを利用して、事前にチェックすることができる。ロッ

テルダム市では、SIB にふさわしい事業のアイディアを持っている人のための申請フォー

マットを用意しており、そこに記入の上、市の担当者に送付すると、SIB 事業担当者との

面接の機会も得られる仕組みも整えている。 

 

a)Step1：予想とする社会的利益（コストを節約した部分も含め）に関して、提案書が書

けますか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。SIB のためには、投資家にも市にも、社会的利

益を明確に示すことができなければばりません。 

「Yes」であれば、Step2 へ。 

 

b)Step2：SIB で介入したことによって得られる利益を数値化できますか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。SIB では、事前に目標とした成果がでた際に事

業費およびインセンティブを支払います。SIB のパートナシップを結ぶには、計測でき

る成果が必要です。 

「Yes」であれば、Step3 へ。 

 

c)Step3：社会的利益をもたらすため、関与する組織は、最大でも 3 つであると予想しま

すか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。社会的利益がもたらすために関与する組織が多

いと、SIB をスタートするための契約等の事務手続きも複雑になり、スタートすること

が難しくなります。関与している組織を減らすことができるか検討してください。 

「Yes」であれば、Step4 へ。 

 

d)Step4：介入して得られる社会的利益は、コストよ高いですか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。投資家は、利益がでなければ投資してくれませ

ん。 

「Yes」であれば、Step5 へ。 

 

e)Step5：必要とする投資金額は、最低でも 70 万ユーロですか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。SIB 事業をスタートするための調整は、時間も

お金もかかります。もし、70 万ユーロ以下では、SIB で事業するのは難しいです。法律
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関係のコスト（契約の際の弁護士費用など）、会計関係のコスト、デューデリジェンス162

のコストもあるため、きちんと検討してください。 

「Yes」であれば、Step6 へ。 

 

f)Step6：事業実施者は、事業を実施するにふさわしい実績がありますか？ 

「No」であれば、SIB を適用しません。投資家は、SIB による介入が成功するか、利益

を出すことができるかの判断のために、事業実施者の過去の実績を評価します。事業実

施者は、当該事業の経験があることが望ましいです。まったく新しいプロジェクトでは、

SIB を実施することは難しいです。 

「Yes」であれば、Step7 へ。 

 

g)Step7：この事業を信頼して投資してくれる投資家がいますか？ 

「No」であれば、頑張りましょう。市は投資する唯一の組織ではないので、他の投資で

きる組織とも、チャンスがあるか話し合ってください。 

「Yes」であれば、あなたの検討している事業は、SIB で実施するにふさわしい事業です。 

 

  

                                                  
162 デューデリジェンスは、投資を行う際に、本当にその投資対象に十分な価値があるのか、また

リスクはどうなのかを詳細に調査する作業（金融情報サイト「iFinance」より）

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/business/bus034.html） 
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図表 131 ロッテルダム市における SIB 事業へのディシジョンツリー 

 

資料出所：ロッテルダム市役所 

http://www.rotterdam.nl/Clusters/Werk%20en%20inkomen/Document-2015/Beslisboom-Socia

l-Impact-Bonds-Rotterdam.pdf 
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⑤投資家の視点 

投資家による伝統的な投資は、その事業によって儲けがでるか、でないかという判断か

ら資金提供を行うものであるが、今、ここが変わりつつある。企業の経済状況以外の社会

的価値観（法律順守、人権保護など）に基づいて投資先を選定する社会的責任投資 SRI や

SIB での投資では、フィロソフィー（哲学）が根底にあることが求められる。しかし、単

なる社会貢献活動とは異なり、この投資によって持続的効果が生まれているかが重要とな

る。 

 

⑥SIB 事業の準備期間 

SIB による事業をスタートさせるためには、デューデリジェンスを実施し、成果を判断

するための効果測定や目標設定をどのように行うかを検討し、関係機関間での契約を締結

するなど、煩雑な事務処理があるため十分な準備期間が必要である。既に SIB 実施の経験

のある社会的課題であれば 9 カ月程度でアレンジ可能であるが、全く新しいテーマであれ

ば、1 年半程度の準備期間が必要となる。 

 

（3）Buzinezzclub による若年失業者への就業支援プロジェクト 

このプロジェクトは、2014 年 3 月から 2 年間を期間として実施されており、投資者から

68 万ユーロが投資されている。Buzinezzclub では、現在無職の 17 歳～ 27 歳までの若

者 160 名を対象にし、教育と就労支援を実施するものである。プロジェクトの成果は、オ

ーテッド・ファイナンス、Deloitte が行っており、合意された成果が達成されていると認

められれば、12%の成果報酬が投資者にリターンされる。12%の成功報酬は、高い設定で

あるともいえるが、Buzinezzclub によるプロジェクトはオランダ初の SIB であり、担保も

何もない中で投資する銀行にとってはハイリスクなものとなる。そのため、ハイリターン

でなければ投資者もいなくなってしまうとの考えから、12%という成功報酬を設定してい

る。 

2 年間のプロジェクトであるが、1 年目の中間評価では非常によい結果がでているという。 

初年度は、17〜27 歳の 80 名の無職の若者に対して、就業につながる研修や就業支援を

実施し、7 名が自分でビジネスをスタートし、19 名が学校に戻り、21 名が就職することに

なり、合計では、対象者の半分以上となる 47 名の若者に成果を出すことができた。引き続

いて、残りの 40 名のグループへの事業がスタートするが、その成果はさらに上がるものと

考えられている。 
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図表 132 SIB よる事業の仕組み 

 
資料出所：ロッテルダム市提供資料から作成 

 

本プロジェクトにおいても評価のための複数の数値目標が設定されている。例えば、政

府の資金で無職の若者への就労支援を行った場合、その支援にどれくらいの時間がかかる

かについて、大学の先生等がモデルを作成した。この数字と、Buzinezzclub が就労支援を

行った場合にかかかる時間を比較して評価を行う。具体的な数字を上げることはできため、

例としてあげるが、政府資金の就労支援の場合は 24 カ月かかったものが、Buzinezzclub

の就労支援では 8 カ月であるといった感じに比較を行う。また、就労した後に、すぐに辞

めて無職に戻ってしまっては意味がないため、就労支援により就労した後、1 年以上働き

続けている人数が、以前より増加しているかといったことも評価のための数値目標として

設定されている。 

 

①南ロッテルダムでの就業支援プロジェクト 

ロッテルダム市では、SIB による 2 番目のプロジェクトもスタートさせている。今度の

プロジェクトでは、若年層に限定するのではなく、28 歳以上のすべての失業者を対象とし

た南ロッテルダム地域での就業支援プロジェクトとなっている。 

南ロッテルダムでは、新しい評価方法として、コントロールグループを使い、

Buzinezzclub による就労支援の対象グループと、通常の政府による就労支援グループにお

いて、各グループのコストを比較することで評価することにも取り組んでいる。 

 

②他市への広がり 

ロッテルダム市での順調なプロジェクト実施を受けて、ユトレヒト市やアイントフォー

ヘン市でも、SIB による若年失業者への就職支援のプロジェクトがスタートしている。
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Buzinezzclub が事業実施の NPO に選ばれているため、ロッテルダム市での成果を参考に

するとともに、ユトレヒト市やアイントフォーヘン市からのフィードバックを受けて、ロ

ッテルダム市での次の SIB プロジェクトへの参考とするなど、相乗効果が生まれている。 

SIB での事業の実施は、 初の成果の数値化や関与組織間の契約など煩雑な事務作業が

ある。ロッテルダム市での経験を、他市と共有化することで効率的なスタートにつなげて

おり、他市での成果もフィードバックしてもらい、ロッテルダム市としても、さらによい

やり方へとつなげている。 

 

（4）今後の課題 

①課題に対応する関連部署の多さ 

ホームレス対策のように社会的課題として SIB 適用がふさわしいものであっても、1 つ

の課題に対して対応する自治体の予算が複数の部署にまたがる場合は、難しいケースもあ

る。ホームレスの保護やケアをしている部署はお金がなく、 終的なコスト削減の効果が

でるのは、警察関係の部署ということになると、どの部署が SIB のお金を出すかでもめる

ことになる。現状では、1 つの課題に対して、1 つの部署の予算でしか SIB の事業ができ

ていないが、将来的には自治体側のこういった部分も変えていかなければならない。 

就業できれば、規則的な生活やきちんとした食事により、心身とも健康になる。こうい

った効果もエビデンスとなるように数値化することで、雇用促進を担当する部署だけでな

く、保健を担当する部署からも予算を出しやすくしていくことができる。 

また、「多重問題家族」と言われる借金、DV、精神疾患、無職、虐待など複数の問題を

抱える家族も増えている。ロッテルダム市でも、このような多重問題家族が 3000 家族も

あると言われており、その家庭で養育された子供が、まだ同じような問題を抱えてしまう

傾向もあり、この負の連鎖を壊す必要がある。しかし、現状では、これらのひとつひとつ

の課題に予算がでる形である。ある家族のケースでは、この 1 つの家族に、複数の部署に

またがる市の職員が 25 名も関わっていたということもあった。ロッテルダム市では、いく

つかの予算を一緒にし、効果的に SIB の事業が行える方法を検討していきたい。 

 

②次の社会的課題：ヘルスケアへ 

現在オランダで実施されている SIB による事業は、就業支援が中心となっているが、SIB

が適用できる社会的課題はまだ多く、次はヘルスケア分野での SIB による事業への取り組

みが注目されている。 

2016 年 2 月に「Health Impact Bond.－革新的なケアのための革新的な資金調達」163と

                                                  
163 「Health Impact Bond.－革新的なケアのための革新的な資金調達」は下記サイトを参照のこ

と（オランダ語のみ）。

http://www.societyimpact.nl/wp-content/uploads/2016/02/Society-Impact-Health-Impact-Bond
.pdf 
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いう報告書が発表され、冒頭には VWS 省の Edith Schippers 大臣による序文が添えられ

ている。 

 

図表 133 「Health Impact Bond.－革新的なケアのための革新的な資金調達」 

 

資料出所：http://www.societyimpact.nl 
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