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世界中の医療関係者は、「質」、「アウトカム」、「価値」をキーワードと

して21世紀のヘルスケアを見据え、病院内外において、患者を中心

とした、スマートヘルスケア（テクノロジーの進歩により可能とされる医

療・健康サービスの概念）を提供するための、革新的で、費用対効果

の高い方法を探し求めている。

概要と展望



適切な処置が、適切な時期に、適切な場所で、適切な患者に提供される

医師は、より正確な診断、治療のためにテクノロジーを活用し、医療を提供す
る

エコシステムの中で医療を提供する全てのステークホルダーは、
効果的かつ効率的に情報を伝達し活用する

患者情報は一ヶ所に集約されて、容易にアクセスできる

個人の資格・能力に則した業務を担う
（例；看護師は事務業務ではなく、患者のケアを行う）

患者は情報提供を受け、積極的に自身の治療計画に関わる

新しい、費用対効果の高い提供モデルが、
提供を受けられていない場所や人々に医療の提供をもたらす

効率が向上し、無駄が減る

スマートヘルスケアとは
具体的にどのようなもの
だろうか
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全世界のヘルスケアの規模と複雑さを考えれ

ば、スマートヘルスケアの実現に向けた政策、

プロセス、能力を進化させるのは容易ではない。

例えば、物流やテクノロジー面で克服しなけれ

ばならない大きな障害あるだろう。病院内での

診療が、在宅や日帰り診療施設といった、従前

とは異なる場所での提供へと変わってきている。

医療従事者は、複数の場所（病院、診療所、ク

リニックモール、検査診断ラボ）で働くことがあ

る。患者は、都市もしくは医療提供者から遠く

離れた地方に住んでいるかもしれない。また、

診療情報は、異なる様式で、別々のシステムで

管理されていることが多い。それゆえ、医師が

予約や手順を調整すること、検査結果を共有す

ること、治療計画に患者を含めることが困難な

場合がある。言い換えれば、医療提供者は懸

命に働いているが、必ずしも「スマート」に働い

ているとは言えない。

全世界の医療費支出は、2012年―2016年の年率1.3％の増加から、2017年
―2021年は年率4.1％で増加すると見込まれている。高齢化と人口増加、途上国
市場の拡大、先進医療、人件費の上昇が支出増加*1を促すであろう。

一人当たりの医療費支出は、2021年には米国の
11,356米ドルからパキスタンの53米ドル*2までの格

差が広がり続けるであろう。

平均余命は、2016年と2021年とで満1歳以上、73歳から74.1歳に延び、65歳以上の人
口は656百万人、世界の総人口の11.5％と推測される。世界的な寿命の延伸は乳児死亡率の

低下*3 によるものである。

感染症との戦いの終焉は程遠いが、多くの国では、衛生、生活環境の改善、診療と予防接種への

幅広い提供を通じて前進している。全世界のマラリアによるおよその死亡者数は、2000年の約1

百万人から2015年には429,000人と減少した*4。エイズ関連死亡者数は、実効ある治療法*5の

広がりにより、2005年の2.3百万人から2015年には1.1百万人へと減少した。

急速な都市化、生活習慣の変化、食事の変化、肥満度の上昇は慢性疾患を増加させている。最も

顕著な疾病は、がん、心臓病、糖尿病である。これは、途上国でも同じである。*6中国とインドは世

界で最も多くの糖尿病患者を抱えており、それぞれ約114百万人と69百万人に上る。世界的には、
糖尿病患者は2040年までに現在の415百万人から642百万人へと増加する見込みである*7 。

3秒に一人は認知症を発症している。2017年に世界で約50百万人が
認知症を患っているとされ、その数は20年ごとに倍増すると予測されて
いる。*82018年までに認知症は1兆米ドル規模の疾病となる*9 。
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2018年、医療関係者は、個々に、そして全体的に、より「スマート」になるための多くの既存の問題や新たな課題に直面する

であろう。（図1）

 不確実な、変化する医療経済において黒字を生むこと

 量から価値へ戦略的に移行すること

 保健政策と複雑な規制に対応すること

 コスト削減、アクセス増加、医療向上のために急速に進化しているテクノロジーに投資すること

 消費者との関わりを深め、ペイシェント・エクスペリエンス※を向上させること将来のワークフォースを形成すること

※患者の自主性、独立性を重んじ、患者中心であり、医療機関での活動のみならず生活の場も含めて、予防から治療ま

で統合的に健康維持・改善に関与していこうという考え方。その活動。

■将来の労働力を形成すること

この2018年の展望では、グローバルヘルスケアセクターの現状；医療提供者、行政、支払機関、そして患者に影響を及ぼす

傾向と課題を探求する。そして、医療関係者に対して、高品質で費用対効果の高い、スマートヘルスケアを提供するに当

たっての検討事項を示唆する。

図1：グローバルヘルスケアの主要課題

量から価値への戦略的な移行 コスト削減、アクセス増加、医療向上に向けた、

急速に進化しているテクノロジーへの投資

消費者への関与とペイシェント・

エクスペリエンスの改善
保健政策と複雑な規制への対応

将来のワークフォースの形成

先行き不透明なヘルスケア分野におい

て、変わりつつあるビジネスモデルでの確

固たる利益の創出

ヘルスケア分野のステークホルダー
が直面している主要な課題
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財務体質と営業利益の改善は引き続いての最

重要課題である。多くの公的及び民間のヘル

ス・システム※は、長い間、収益へのプレッ

シャー、コストの上昇、利益の停滞または減少

にさらされてきた。需要の増加、資金調達の制

限、インフラの更新、治療技術の進歩によっ

て、限られた財源は既に逼迫しており、この傾

向は続くと予想される。

※医療、健康分野で総合的、主体的に活動す

る組織を指す（WHOの定義）。国、地域によっ

て異なるが、医療保険や保健指導なども含む

場合がある。広義の医療機関。

世界の主要地域の医療費支出は、2015年の7

兆米ドルから増加し、2020年までに8.7兆米ド

ルに達するであろう＊10 （図2）。過去数年間の

ように、高齢化および人口増加、途上国市場の

拡大、治療技術の進歩、労働コストの上昇（医

療従事者の獲得を目的とした多数の市場間競

争によって深刻化した）によって医療費支出は

加速すると予測される＊11。

2018年グローバル
ヘルスケアの課題

不確実な、変化する医療経済において黒字を生むこと

図2：2015～2020年の医療支出
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医療費支出の増加要因については、様々な見

解がある。先進国市場においては、高齢化は

引き続き主要な要因となると予測されている。

特に、日本では2021年までに65歳以上人口の

割合が約30％に達し、また、西ヨーロッパでは

21％に近づいている＊14。患者の増加や質の

高いサービスを含む医療の変化もコスト増加の

要因となり得る＊15 。治療の進歩と医師や患者

の要望が、慢性疾患や感染症に対してより多く

の（そしてより高額な）検査や介入を促進してい

る。医療提供者、支払機関、ライフサイエンス

企業は、新しい治療法や医療技術の開発・導

入と、それらの潜在的な質、経験、アウトカムと

のバランスをとる必要がある。途上国市場にお

いては、人口増加、高所得層の増加、消費者

の高まる期待が医療費を押し上げている＊16 。

さらに、ヘルス・システムは、感染症および慢性

疾患の両方を抑制し治療するという現在の課

題に対処している。先進国の仲間入りをする

と、生活習慣リスクにより悪化する慢性疾患

（糖尿病、慢性心臓疾患、アルツハイマー病）

が健康とコストの共通問題となっている＊17 。

各国の医療費支出のバラつきは大きい（図3）。残念ながら、医療費支出が多いからといって、より良いヘルスケアの成果、価値を生み出しているとは

限らない。例えば、米国は、2016年のGDPの16.9％に上る、比較可能な他国よりもかなり多くの医療費を支出しているが、経済協力開発機構

（OECD）加盟国の平均余命ランキングでは下半分に位置している＊12 。米国の医療費支出は現在、年間3兆米ドルを超え、増加率は2024年までに

加速すると予測されている。主要な支出分野は、病院（1兆米ドル）、医師（6349億米ドル）、処方薬（326億米ドル）である＊13。

人口、治療薬、インフラが支出を助長している

図3：国別の医療費

出所：OECD
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米国は、他国に比べて医療支出が非常に多い
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コスト方程式に加えて、多くのヘルス・システム

は、限られた財源の中で老朽化したインフラや

時代遅れの技術を更新するにも苦慮している。

医療費が増大しているにもかかわらず、過度の

費用負担と保険の適用範囲は課題となったま

まである。米国では、患者が負担する免責額の

増加の方が保険で賄われる医療費の増加をは

るかに上回っている*18。ブラジルの民間健康

保険セクターは、高い失業率のために2014年

～2016年の間に2.5百万人の保険加入者を

失った。それに加え、ブラジル国内の企業はコ

スト削減を強いられ、従業員の健康保険プラン

を安価なものへ変更することが当たり前となっ

た*19 。

当セクターに係わる者が医療費の増大を何と

かしようとしても、価格管理、緊縮財源、不統一

なインセンティブ制度などのため難しい状況に

ある（例；長年の出来高払い方式）。例えば：

 英国の国民保健サービス（NHS）は、これま

での歴史において長期的に財源が目減りし

てきている。一方で、4ヶ国（イングランド、ス

コットランド、ウェールズ、北アイルランド）と

も同じ課題を抱えているが、医療需要の増

加と財政の持続可能性の問題はイングラン

ドが最も深刻である。2010年～2011年と

2015年～2016年の間のNHSの財政の伸び

は平均年1.2％（実質）であり、約4％という

NHSが設立されて以来の長期平均と比較し

て大幅に減速し、2016年～2017年から

2020～2021年までの財政の伸びは平均年

1.1％と設定されている*20 。世界的な金融危

機に対し英国が対応した最初の数年間は、

サービスの効率を改善する機会となったが、

残りの2年間は、NHS提供者が収支を合わ

せるのにあくせくしていた。一方で、人口増

加や高齢化、患者の期待の変化、社会保障

や公衆衛生予算に対する圧力は、NHSの

サービスに対する需要の増加につながって

いる。

 中国では、病院で販売される医薬品に対す

る「ゼロ・マークアップ」政策によって、利益率

を大きく引き下げることに成功した。20年以

上もの間、病院は医薬品原価に15％の利益

を上乗せすることが出来た。一部の病院は、

売上の40％を薬品販売から得ており、それ

が病院全体の利益となっていることもあった
*21。制御不能であった医薬品費を抑え、過

剰な処方を抑制し、国民、特に低所得者の

経済的負担を軽減するため、中国政府は、

2009年に医薬品ゼロ・マークアップ政策を施

行した。2015年には同政策が全国的に適用

され、その結果、病院の利益率が低下した
*22 。

 ブラジルでは、高等裁判所、最高裁判所の

判決後、民間医療機関の利益率は微々たる

ものとなった。その判決とは、現在、民間病

院が民間保険加入患者の治療費の弁済を

受けている方法と同じように、ブラジルの公

的保険システム（SUS ：Sistema Único de 

Saúde）から治療費が支払われる制度に変

更するというものである＊23 。

 インドでは、多くの病院が、医薬品・消耗品・

医療機器の価格管理、患者シェアの増大や

病院の価格設定を圧迫する購買力の保険

会社による利用による利益率の低下を相殺

するため、財務的に健全な運営モデルを構

築する必要があることを認識している。

競争のための統合と協力

医療提供者は、縮小する利益とコスト増加に対

処するため、多様な戦略を試みている。ポイン

トとなる事例：多くのヘルス・システムでは、収

入の獲得に向け、入院患者数を増やすより、む

しろ従来型の病院施設以外で患者を治療する

ことによる新たな金銭的インセンティブを志向し

ている。その表れとして、米国の病院では、外

来診療に対する入院診療の収入割合は、2004

年から10％ポイント低下している*24 。そのほか

の利益率を高める戦略として、従来の労働力

計画と予測分析の組合せから、人件費の効率

を改善し、より適切な契約・請負労働形態を見

つけることがある。プロセスの改善に役立つ新

しい技術や分析ツールの活用、保険請求拒否

を減少させるためのコーディングといった収入

サイクル戦略の再考である*25 。

特に米国では、病院やヘルス・システムが、規

模の経済を得ようと、合併買収（M&A）やその

他の提携スキームを進めている。医療提供組

織は医師のネットワークを増やし、事業領域を

地理的に拡げ、専門治療や技量を多様化させ

るために活動している。M&Aによる成長は、資

本増強を含むいくつかの便益をもたらすととも

に、設備、技術、人材への更なる投資を引き起

こすだろう*26 。

ほかの例として、中国の大規模医療グループ

が病院を買収して、「クローズドループ」のサプ

ライチェーンを形成しつつある。CR Healthcare

は現在、11,000床以上の病床を数える109の

病院を経営しており、姉妹企業のCR 

Pharmaceuticalsが病院向けの医薬品を供給

している。中国の保険会社も民間医療保険を

促進するため、同じようなビジネスモデルを用

いている *27。

2017年4月、日本政府は、構造的な変革を促

す手段として、医療法人が買収によらず非営利

ホールディングカンパニーを設立することを許

可し始めた。このスキームでは、非営利ホール

ディングカンパニーがその地域において複数の

医療機関・介護施設を経営することができる。

これは患者数が減少しているにもかかわらず

業務効率を高める必要のある農村地域の医療

機関にとって特に有効である。

合弁事業、官民パートナーシップ（PPP）、その

他の協働的枠組みが医療セクターや地域内外

で進められている。行政、医療提供者、雇用

主、保険会社は公衆衛生の取組みを促進する

ウエルネス・プログラムを開発している。病院

は、特にガン患者を対象に、個人仕様の治療

法の開発に向け、バイオテクノロジー企業と協

力している。

大規模複合企業は東南アジアへ進出し、M&A

と合弁事業を通して、生命科学と医療の間を横

断的に発展させる取組みを行っており、従前か

らの医療関連企業は介護の提供に乗り出して

いる。そして、テクノロジー関連企業などこれま

でには考えられなかった事業者が医療市場へ

参入し、革新的な役割を果たしている。

ヘルスケアに携わる事業者が、革新的な手法、

配送、医療費削減と品質向上のための資金調

達で協働する機会が少なからず存在する。
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関係者の検討事項

コスト削減は、長い間、医療組織には縮小する

利益を相殺するための手段であり、新たな代替

人員モデルの推進や外来重視へのシフト、事

務費や消耗品費の削減など、その多くは新た

な費用削減策を追求するものである。加えて、

ヘルス・システムは新たな収益源を探し求めて

いる。例えば、医療機器、トレーニングビデオ、

健康情報（HIT）ツール、患者安全策といったも

のの技術革新に向け従業員と協力して知的財

産（IP）を活用しようとしている病院がある。そ

の病院が特許または著作権保護を申請した場

合、IPを他の業界関係者に販売またはライセン

ス供与することができる。病院やヘルス・システ

ムは、合弁事業への投資、外国資産の商業化

（例えば、治療のために海外渡航する患者への

サービス）、新法人や慈善団体の立上げなどに

着手している。これらは、いずれも、補助金を支

給する行政へ代替的な収入源を生み出す、も

しくは最終利益を改善することにつながる＊28 。

デロイトが2017年に実施した米国のヘルスケ

アCEOに対するアンケート調査の回答者は、

不確実な、変化する医療経済において黒字を

生み、維持するために以下のことを提案してい

る。

 利益を生むために必要なシステム効率を向

上させること

多くの病院やヘルス・システムはギリギリのと

ころでコストを削減し、効率を改善してきた

が、長期的な持続可能性のためには、サー

ビスとその提供の在り方を根本的に変革する

必要があるかもしれない。

 統合システムで運用すること

多くのヘルス・システムは買収によって成長

したため、組織全体での効率とシナジーを完

全には実現できていない。必要に応じて統

合し、組織全体のシナジーを探求することで

効率を向上させることができる。

 中核病院を超えて多角化すること

入院による収益が減少するにつれて、多くの

病院CEOは、外来サービス、ステップダウ

ン・ケア（急性期度合がICUから1段下がった

段階の患者を担当する施設、部署。HCUと

同等。）、アージェント・ケア（軽傷の患者を予

約なしで診察するクリニックのような施設、部

署。原則、歩行可能な患者を扱うことを想定

しているため、救急と分けている。）などへの

投資と同じように、診療所と提携あるいは統

合を行っている。

 収益サイクルシステムを改善すること

近年に収益サイクルシステムを更新してきた

にもかかわらず、多くのヘルス・システムは

まだ改善の余地を残している。規模のメリッ

トを活かし、またサプライチェーンの業者や

重要でない従業員を減らすことで、効率を改

善させることができるかもしれない＊29 。
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米国では、2015年のメディケアアクセスおよび

CHIP再承認法（MACRA）により価値への転換

が進められている。それらは、リスク負担のあ

るケアモデルへ参画する医療従事者に大幅な

金銭的インセンティブを与えることで、従来の出

来高払い方式からの脱却を図っている。

MACRAでは、メディケアだけでなく、すべての

支払機関にリスク負担のあるケアモデルへの

移行を増やす態勢を整えている。

他の国でも、経営効率、テクノロジーの利用、

住民の健康管理を促進する政策やプログラム

の改革によって、量から価値への動きがみられ

ている。例えば、カナダのサスカチュワン州の

Connecting to Careプログラムでは、医療、メ

ンタルヘルス、薬物中毒治療、社会的支援など

のコミュニティ・ベースのサービスの適時利用を

強化することで、入院や救急（ER）の利用を防

いでいる＊30 。メキシコのCASALUDプライマリ

ケアデリバリーモデルは、患者と医療従事者の

よりよい関係を可能にする革新的な医療技術

を活用している＊31 。そのアプリケーションの1

つがMIDO® Mobile Module Cart というオー

ルインワンの自己完結型システム（および標準

化されたトレーニング）である。積極的に疾患を

発見しようとするもので、疾患の進行を予防ま

たは遅らせることが期待される＊32 。

量から価値へ
戦略的に移行すること

医療は出来高払い方式（FFS）からアウトカムと価値に基づく支払モデルへと移行しつつある（図4）。

図4：量から価値への継続的なシフト

 出来高に基づく支払方式；限られた財政に対するリス

ク

 医療提供者は料率、専門性/重度、量の増加にインセ

ンティブを持つ；提供者の分裂（silos;タコつぼ型）

 アウトカムと情報共有への限られた関心

 インセンティブの調整とリスク管理を通じて提供される

医療の価値の最大化（より低いコストでより高い質）に

フォーカスする

 標準化された手順によって実施される協調ケア；情報

共有のためのITの利用

 新しい支払制度やマーケットシェア拡大に向けた医療

機関連携、ポピュレーション・ヘルスケア（地域住民の

健康管理など、来院する患者のみならず、予防から

治療まで包括的にヘルスケアを推進しようとする考え

方）、その他のコスト削減/収入増加のための投資

Volume（量） Value（価値）
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低価値の医療に係るややこしい問題の解決

低い価値の医療（わずかな効果かしかない、もしくは効果が期待されない治療、非効率に提供される医療

サービス）に費やされる費用は年間総額何十億ドルにもなりうる。医学研究所（IOM）は、米国の2009年に

おける医療費およそ7650億ドルが不必要なサービス、過剰な管理コスト、不正、その他の問題行為に費や

されたと計算している＊35 。

ABIM財団の「賢明に選ぶ構想」(Choosing Wisely Initiative) ＊36などのプログラムは＊37 （欧州内科連合会

も独自の「賢明に選ぶキャンペーン」を開始した）、無駄や不必要な臨床検査、処置、諸々の手続をやめるよ

うに国民的対話を進め、低い価値の医療サービスの減少を目指しているが、解決しなければならないやや

こしい問題がある。要は、低価値ケアを減らすために、臨床的なニュアンス、患者の嗜好や優先事項、医療

提供におけるコストメリットとの折り合い、消費者主導の取組みをどのように融合させるかについてのコンセ

ンサスが欠けているのである＊38 。また、不要で非効率的な医療を減らすためのプログラムや新しい技術の

運用に係るベストプラクティスについては根拠が不足している。

IOMによると、個々の病院やヘルス・システムによる段階的な改定や変更は十分ではない。高い価値のケ

ア、無駄の削減、低コスト化の達成には、それぞれのケアの技能と探求発見から学びを得、共有することで

継続的に改善していく「学習する」ヘルスケアシステムとすることへの全面的なコミットメントが必要となる。関

係者は、例えば、ケアの時点でデータを収集し分析する新たな技術を利用すること、患者とその家族を喜ば

せること、組織内外のより良いチームワークと透明性を確立することといった、価値と成果に基づく支払いモ

デルの採用を含む戦略を検討すべきである＊39。

12

日本政府は、一連の改革構想を発表した。最も

象徴的なものとしては、日本の高齢者が継続

的な質の高いケアを病院でなく、住んでいる地

域で受けられるように＊33、医療、介護、住ま

い、生活支援サービスを結合させる地域包括ケ

アシステムを確立しようとしていることである。

シンガポールの保健省（MOH）は、国の最重要

視しているヘルスケア改革の課題と方向性を3

つの大きなシフト「3 beyonds」－「病院を超え

て地域へ」、「質を超えて価値へ」、「医療を超え

て健康へ」－を掲げた＊34 。MOHは、質の高い

ケアとより高い価値を提供するため、次の4分

野における生産性の向上に注目している：ケア

の質を損なうことなく、より効率的に患者がヘル

ス・システムを使いこなせるよう支援すること、

労働集約的な業務を自動化し運営効率を上げ

ること、処理手順の合理化、職務の徹底、医療

スタッフのスキルアップにより、より効果的かつ

生産的に働き、患者の要望をより包括的に満

たすこと、患者、介護者、ボランティアが自活し

セルフケアできるようにすること。

英国の2015年NHS５年展望では、2020年まで

の明確な施策方針を定めている。NHSは先進

国において既に最も効率的な公的保健サービ

スの一つとされているが、より迅速に推進して

いくことが10 Point Efficiency Planに詳細が記

載されている。また、NHSは技術革新の可能性

を一層効果的に活用して、患者が自身の健康

と治療により関心を持つようにする一方で、

NHSスタッフや医療従事者がより効率的に働

けるように検討している。
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国民健康管理と生活行動

医療分野の関係者、特に先進的なヘルス・シス

テムは、「発症―治療」モデルから予防に焦点

を当てたモデルへのシフト、対処的な手順通り

の治療よりも住民の全体的な健康を提唱して

いる。

国民健康管理―特定のグループに対する、慢

性疾患の予防から診断・治療までの保健政策

―では、保健医療システムの患者全員を対象

に、アウトカムの管理を幅広に捉え、医療資源

を効果的、効率的に利用して特定の人々の生

涯にわたる健康と幸福を向上させようとしてい

る＊40。

初期医療、2次医療、3次医療といった活動に

は、健康と幸福の増進と疾病予防を含んでい

る。

国民健康管理では、リスクの高い患者を識別

し、高価で低品質のケアの削減につながる診

療行為を特定するのに、情報と分析を必要とす

る。国民健康管理モデルでは、医療従事者は、

特定の人々を対象に、予防から急性、そして長

期的なケアまでを管理する。最も成功している

例では、革新的な伝達モデルを展開しており、

住民の健康状態、質の情報や傾向を分析して

おり、金銭的リスクをとっている。価値に基づく

支払形態は、これらのプロセスを確実に実行す

る医療提供者を報いるものである＊41 。

国民健康管理が目指すところは重大であり、臨

床的な効果の改善、コストの低減、説明責任の

分担、安全性の向上、そして特に重要なのが

住民全体のよりよい健康状態を保つことであ

る。しかし、これらの目標を達成しようと努力す

ることは困難かつ複雑である。国による国民健

康管理への取組みは、最低限のものから壮大

なものまであり、例えば、患者のオピオイド（モ

ルヒネ様作用を示す合成麻酔薬）依存症との

戦いから高齢者に対する将来的な介護の計画

まで多様である。

 多くの国で問題となっているオピオイド危機

は、ヘルス・システム、保険者、家族、地域、

あらゆるレベルの行政による広範な取組み

を必要としている。それらの構想には、過量

摂取を減らすための介入プログラムへの資

金援助、オピオイドの影響を受けている弱い

人々を支援するための健康面・社会面での

ケアの統合に向けた取組みの強化、メンタ

ルヘルス問題と中毒の把握と治療に向けた

支援の強化が含まれている。

 2016年7月、日本政府は「Asia Human 

Well-being Initiative」を発表した。これは、

日本の医療／看護システムの良いところを

高齢化が進むアジア諸国に取り入れること

を目指している。この構想により、日本の医

療提供者が、特に急速な高齢化社会に直面

しているアジア諸国で海外展開を拡大するこ

とを期待している。

 いくつかの東南アジア諸国は、ケアのオプ

ション（例えば、在宅医療、地域包括ケア、

長期的ケア、遠隔医療など）を拡大、アクセ

スを増加、コストを低減、患者に選択権を付

与するよう計画された構想により、現在およ

び将来の医療ニーズに対応するための総合

的なアプローチをとっている。

 2016年後期には、中国の国家衛生家族計

画委員会（NHFPC）は、当国で初となる長期

戦略的国民健康計画「健康中国2030」を発

表した。この計画は「巨大健康」セクターへ

の投資を2030年までに16兆人民元まで拡

大させることを目指している＊42。

雇用主、医療従事者、さらには行政によって奨

励され、インセンティブを与えられることで、ます

ます多くの消費者が自らの健康と幸福を手に

入れている。デロイトでは情報と権利を与えら

れることを「quantified self（自身の定量化）」と

呼んでいるが、健康管理への消費者の関わり

や期待は高まっており、特に個人が自身の遺

伝的プロフィール、発症したことのある、発症す

る可能性のある病気、健康介入の有効性につ

いてより情報を得られるようになってきている。

彼らは、調整された有効な健康アプリや携帯端

末を使うなどして、予防に取り組み、健康の維

持に時間、エネルギー、お金を費やしている＊

43。

「quantified self」が生まれた一つの要因に、健

康に関するサービスや情報を発信する携帯通

信端末の普及が考えられる＊44 。携帯型フィッ

トネストラッカーからサイバーネットワークにつ

ながるスマートデバイスまで、mHealth市場は

わずか4年で2倍となった＊45 。実際に、

100,000以上のmHealthアプリが利用可能であ

り＊46 、健康アプリ市場の売上は2017年末まで

に260億米ドルに達すると予想されている＊47 。

これらの端末やサービスは、消費者が医療、体

重管理、健康管理に積極的に参加するよう促

す一方で、より広範な利益を得ることができる。

医療費の75％が予防可能な状態から発生する
＊48という健康管理の展望からは、こうした

フィードバックをする機器は、健康的な行動へと

変化を促すのに非常に役立つ可能性がある＊

49 。

mHealth機器、携帯端末、その他従来型では

ないデータソースと分析力を結合することで、新

たなケアパスやリスクの高い患者の識別に寄

与し、ウエルネス・プログラムにさらに大きな価

値をもたらすことができる＊50 。残念なことに、

機器間の相互運用性がないために、現在、ビッ

クデータという裏付け、健康維持や予防への取

組みが制限されている。機器間の相互運用

は、コスト低減＊51やケア連携の改善につなが

る可能性があり＊52 、よりオープンなシステムの

登場により、データ共有が向上し、分析の利用

が増えると考えられる ＊53。
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社会的決定要因がヘルスケアに及ぼす影響

ヘルスケア分野の関係者は、ヘルス・システム以外の要因（社会的要因）が個人の健康と幸福に影響を与えることを長い間認識している（図参照）。

健康に関連する社会的ニーズが、個人の健康に係るアウトカムに大きな影響を及ぼすことがわかっている＊54。

出所：Social determinants of health: How are hospitals and health systems investing in and addressing social needs? Deloitte Center for 

Health Solutions, 2017

ヘルスケアに対する社会的決定要因
健康に関連する社会的ニーズとは、一般に、ヘルス・システム外で健康に影響を及ぼす要因のことであり、個人がコントロー

ルできないものである＊55。 主なカテゴリーは以下の通りである：

不安定な住まい／ホームレス
例：家賃の支払い、または安定した居住場所
の確保が困難、過密または荒廃した居住

不安定な食糧事情（飢餓と栄養）
十分でかつ、手頃な価格で栄養価の高い
食料へアクセスする術がない

交通
診療予約または健康的な食の購入のための、
手頃な価格で信頼できる交通手段を有して
いない

教育
高等学校または継続的雇用を得るのに役立
つ教育訓練に通えない

公共料金・設備
電気、ガス、水道、電話などの代金を支払う
ことができない／または必要なメンテナンス
や修繕費を支払うことができない

対人関係・暴力
ケガ、死亡、精神的危害などを及ぼす可能
性のある、暴力やパワハラにさらされている

家族と社会の支援
日常生活で人との交流がない、養育や支援
者がいない

雇用と所得
仕事を獲得または継続したり、安定した収入
を得る能力がない
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すべての先進国で、「社会的に弱い、問題を抱

えている家庭」が問題として、児童や青少年の

福祉制度を含む、地方自治体のいくつかの部

門で共通認識となっている。こうした家庭は、負

のスパイラルを壊すことができず、永続的な貧

窮、貧困、公的支援への継代的な依存を招い

ている。脆弱な家族として生活することは、特に

児童と青少年の子供が、貧しい生涯を送ること

になるリスクを強める。現在は、こうした脆弱な

家族の健康の社会的決定要因に対処できてい

ないため、避けられないコストと社会に対する

圧力が生まれている＊56 。

社会的決定要因は、医療の成果とヘルス・シス

テムへの支払に対しても影響を及ぼす。例え

ば、最高評価を受けた病院は、急性期疾患の

治療では大いに機能を発揮するが、患者が上

記のような環境の自宅へ戻ったら容態が悪化

する可能性がある。不安定な居住環境、食糧

事情、家庭内暴力、人間関係、その他の要因

により、患者はまた健康状態を悪化させ、病院

へ戻ることになる。それらの要因のために、病

院がインセンティブを受けることや経済的ペナ

ルティを回避することを難しくしている＊57 。

病院やヘルス・システムは、長期にわたり医療

の成果を向上させるために、地域と医療サービ

スを効果的に連動させる活動を行っている。例

えば、一貫性のある体系だったものというより、

一時的でその場しのぎのように感じられるかも

しれないが、現在、多くの病院が社会的ニーズ

をスクリーニングしている＊58 。いくつかのヘル

ス・システムでは、地域健康アシスタント

（CHAs；無資格での専門職）を雇用し、患者

ニーズを掴み、プライマリケアとケースマネジメ

ントチームとを結び付け、専門医への紹介を

行っている＊59 。そのほか、輸送障壁をなくすた

めに相乗りタクシーのサービスと提携している

病院や医療提供者もある＊60 。

近年、驚くべきプログラムやイノベーションが開

発され実施されているが、取組みは断片的で、

また漸進的であり、青写真は示されていない＊

61 。病院は、対象とする全ての人々のために必

要な資金を欠くことがあり、社会的ニーズへの

対応のために持続可能な資金源を確保するこ

とは困難である。社会的ニーズのある活動へ

の投資利益率（ROI）を決めることも一筋縄で

はいかない。それを行うには、病院は、成果の

向上、費用の節約を定量化するような、有意義

な指標を設定することが求められる。一般に、

価値に基づくケアを追求している病院は、大き

な投資や社会的ニーズへの対策についても公

表している。そのような病院は、官民連携

（PPP）に係わり、革新的なソリューションを採

用し、治療の成果、コストの成果、患者の経験

など社会的ニーズのある活動についてより多く

の項目を評価する取組みを行っていることが多

い＊62 。

関係者の検討事項

医療費が高騰し続ける中、治療から予防へと

方針は移っており、政府、ヘルス・システム、医

療保険、その他の関係者は、個々人および住

民の健康維持への投資が、臨床的にも財政的

にも意味があることを理解している。質やその

他の成果を向上させたヘルス・システムに報い

る価値ベースの支払いモデルは、成果や利益

を高め、ひいては総医療費を削減する＊63 。

しかし、価値に基づくケアを成功裏に導くには、

消費者を含む関係者がヘルス・ケアを超えてヘ

ルスへ、治療から予防・健康維持へ、個々人の

健康から住民の健康へと変えていく必要があ

る。

医療提供者は、既にデジタル化された統合型コ

ミュニティケアシステムを確立し、テクノロジー

の進歩を活用して物理的施設の向こう側での

医療を展開している。

社会的決定要因に対応することは、依然として

医療の中核ではないが＊64 、価値へのシフト

は、社会的ニーズへの対処に係るより多くの投

資と活動を加速させている。医療の不平等や

社会的ニーズに対処するために包括的なシス

テムとライフ・サイクル・ケアアプローチの採用

は、脆弱な個人、家庭、地域の負担を軽減し、

生涯にわたり成果を改善することにつながる＊

65 。ケアの社会的決定要因への投資には、

人々がより健康であることが、税収や国のGDP

の増加など経済に一層貢献するといった経済

的根拠がある。
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不確実な、変化する医療経済において黒字を

生むこと

ヘルスケア市場が複雑化することで規制も複

雑となり、関係者のリスクマネジメントの必要性

が高まる。また、世界中のヘルス・システムは、

質の高いケア、患者の安全の確保、詐欺やサ

イバー脅威の抑制など、保健政策や規制を共

有する一方で、国や地域はそれぞれ固有の課

題を抱えている。

ブラジル―ブラジルは全ての産業において、企

業のマネジメント、モラルコントロール、倫理的

な行動において根深い課題を有している。近

年、不適切な行為や慣行を是正するためのコ

ンプライアンスやその他の取組みが明確かつ

十分に確立されている企業であっても、多数の

汚職事件が発生している。健康セクターはそう

した事例に対し免疫がなかった。そのため、いく

つかの不祥事が主要な報道機関で広く報道さ

れており、特にこの3年間では、いわゆる

「Mafia of Orthotics and Prosthetics」（人工関

節などインプラント機器の購買不正にかかわる

集団）のようなことが報道された＊66 。

中国―中国における民間病院の数は、2015年

に公的病院を上回り＊67 、民間病院の登録、医

薬品管理、医療環境、民間病院の医師認定の

規制管理をより強化している。管理の必要性が

増す中、残念ながら無許可の民間医療機関の

数も増加しており、医療過誤事件が増加してい

る。

日本―2017年5月、日本は医療情報を秘匿に

処理するための標準化されたルールを確立す

る法律を制定した＊68 。この法律の目的はR&D

と先進的な医学研究を促進することにある。新

しい法律が、人工知能（AI）と他の先進技術を

利用した創薬研究のための包括的な医療デー

タベースの開発と普及を促進させるとの期待が

ある。

英国―税金を財源としているNHSは、非常に

複雑な規制環境で運営している。例えば、イン

グランドには、国の財政の規制局（NHS 

Improvement）とケアの質の規制局（Care 

Quality Commission）の2つの規制局があり、

これら両局が合意した基準に照らして実績を継

続的に評価し、結果を公表している。また、専

門家グループによる規制局もあり、全ての組織

は財務規定およびデータ保護規定を遵守しな

ければならない。データや情報の要求を満たす

ことは、ヘルスケアの関係者には負担ではある

が、規制圧力は、NHSが事業運営する上で、よ

り大きな財政、需要、人材不足の圧力の一面と

なっている。

米国―立法府、産業、民衆の多大な注目は、

「医療費負担適正化法（ACA）」に関する議論

にことさら集中しているが、ヘルスケア産業の

関係者は、政府プログラム、医療費の支払と配

送システム改革、新たな請求・コーディング要

件に関連する、その他の重要な戦略上、コンプ

ライアンス上の課題に直面している。

データ管理と安全性

デジタル医療（モバイルヘルス、ワイヤレスヘ

ルス、コネクテッドヘルス（医療連携）など）の技

術は、よりよい診断と個人仕様の治療法への

ニーズの高まりに対応するソリューションを提

供している＊69 。これは多くのデータを収集、分

析、蓄積しなければならない政府、ヘルス・シス

テム、保険会社に課題をもたらしている。以下

の3つの進歩は、医療機関が無数のデータソー

スから検証結果を得るのに役立っている。：

 コグニティブ・コンピューティング

医療機器、スマートフォン、活動量計、EHR

などからの莫大な量の医療データを活用し、

個々人に合った医療を提供することを可能

にするには、新しい集約方法、ストレージ、モ

デリングの手法が必要である。コグニティブ・

コンピューティング（機械学習、ニューラル

ネットワーク、ディープ学習など）は、急速に

変化する大量のデータを処理するための共

通のテクノロジーである。これにより、さまざ

まな統計アルゴリズムが可能になり、非常に

細かいモデルが多数含まれており、新しい

データの新しいモデルを迅速に生成すること

ができる。そして、例えば、病気の発症を予

測したり、データから集団または個体に対す

る薬物の影響の傾向を発見したり、潜在的

な患者群を分類したりするために利用でき

る。機械学習は、異なるデータソースから

データを結合すること、いわば、患者の360

度ビューの作成にも使用できる＊70 。

 クラウドベースの相互利用が可能なEHR

AIによる相互利用が可能なEHRは、診療プ

ロセスの効率性を高め、質を高めるのに必

要な意思決定を改善することが期待される。

データを日々のケアと連動させることがで

き、患者は自分のデータを管理することがで

きる。データには、遺伝、社会階層、慣習な

どの患者情報から財政、臨床、行政上の記

録も含まれている。これらは、クラウド上で安

全に保管され、おそらくブロックチェーン（さま

ざまな関係者により共有され、編集されるデ

ジタル取引の記録原簿）上で必要に応じてア

クセスできるようになるかもしれない＊71 。

 IoT（internet of Things）

医療市場でのIoTの発展（またはInternet of 

Medical Things、IoMTとも呼ばれる）は、遠

隔臨床モニタリング、慢性疾患管理、予防医

療、高齢者支援、活動量モニタリングにおい

て特に有益であることが証明されている。

IoTのアプリケーションは、コストを削減し、診

療効率を向上させ、患者ケアの質の向上に

つながる＊72 。

保健政策と複雑な
規制に対応すること
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サイバーセキュリティーの難題

最近、WannaCryというランサムウェアが攻撃

を展開し、病院と通信企業を含む何万地域もの

コンピュータを感染させた＊73 。2017年5月、

Wanna Decryptorと呼ばれるバリアント型のマ

ルウェアソフトが英国のNHSを攻撃し、フェデッ

クス、スペインおよびポルトガルのテレフォニカ

などの大きな国際企業、さらにロシア・ウクライ

ナ・台湾のコンピュータに侵入した＊74 。

こうした最近のサイバー攻撃により、サイバー

セキュリティとデータリスク管理の課題を露呈し

た。ヘルスケア業界は、年間にサイバー攻撃を

受ける件数が金融に次いで多く、第2位となっ

ている＊75 。

2017年前半、米国では平均1日に1件の医療

データ破壊被害が報じられ、少なくとも半数の

事件がハッカーによって実行されている＊76 。

世界的に、2017年における組織に対する医療

データ破壊被害の平均総コストは1件当たり

3.62百万米ドルに達している＊77 。

患者がより積極的に自分の健康状態をコント

ロールするようになると、構成部品（ソフトウェ

ア・アプリケーションやデバイス）やこれまでに

なかった環境（家庭）で、公的、民間のヘルスケ

アにアクセスする可能性が高くなる。このような

主体性が、品質の保証とサイバーセキュリティ

への対策を複雑にし、以下のような課題が出て

くる：

 消費者が選択して購入するセルフモニタリン

グ機器などの医療技術が間違った情報を提

供し、消費者のプライマリケア担当医師へ送

信された場合、誰が責任を取るのか。

 特に情報が医師間、施設間、地域間で共有

される場合、患者情報の所有者と保管責任

は誰にあるのか。

 実際、サイバー・セキュリティ・プログラムは

どれだけの医療保険や医療提供者の臨床

データ、商用データ、患者データなどの機密

情報を保護できるのか。

 （既に医療保険で利用され、医療提供者に

関心を持たれているところであるが）プライ

バシー制限の中で、データを収益化する機

会はどのように前進させることができるの

か。

データアクセスおよびセキュリティ上の懸念を

緩和するために策定された新しい法律の中に、

欧州委員会のGDPR（General Data 

Protection Regulation：一般データ保護規則）

があり、欧州連合（EU）のデータ保護ルールを

改正している。

2016年5月に発効し、2018年5月初旬に適用さ

れる新しい規則の目的は、国民が自分の個人

情報をコントロールできるようにすること、デジ

タル経済におけるビジネスに係る規制環境を簡

素化することを目的としている＊78 。似たものと

して、英国には「Patients Know Best」（患者が

一番知っている） という、自分の医療記録へア

クセスできる人を患者がコントロールするプラッ

トフォームがある。

2017年5月、日本の厚生労働省は、医療情報

システムに係わるセキュリティ・ガイドラインの

最新版を公表した。当該ガイドラインは、医療

機関を対象としたサイバー攻撃のリスクに対処

するための対策を組み込んでいる。当該ガイド

ラインへの準拠は強制ではないが推奨されて

いる。最近まで、日本の医療機関では、サイ

バー脅威を低減するため、閉鎖的なシステムを

使用することが一般であった。しかし、国民保

健システムの新しい医療IDとデータ共有スキー

ムの導入は、医療機関が外部サーバーにデー

タをアップロードすることを要求しており、サイ

バーセキュリティの重要性を高めている。

関係者の検討事項

非効率的なデータ管理、コンプライアンスの問

題、サイバーリスクは、人材、プロセス、および

テクノロジーへの投資に対するシステマチック

なアプローチを採用していないことに起因する。

時代遅れのテクノロジーはどこにでもあり、デス

クトップPCだけでなく、あらゆるものにつながっ

ている。行政の政策と規制は、マクロレベルで

のヘルスケアにおけるセキュリティの安全性を

模索しているが、個々の組織ではコンプライア

ンス、倫理、およびリスクに注意を払う必要が

ある。

病院、医療保険、ライフサイエンス企業、行政

の多くの従業員は、財務、運営、コンプライアン

ス、およびサイバーリスクを管理する認識と訓

練が不足している。組織は、上級管理者を中心

に、徹底した評価を行い、最近の、そして今後

の政策変更が組織の優先事項にどのように影

響するかを理解し、管理、財務、信用といった

面で問題が露呈しないように、二次的な防衛策

を構築する戦略を検討する必要がある。
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医療分野に変化が起こっていることは疑いのないことである。飛躍的な技術革新によって、世界的に、より安価に、より効率的に、より利用しやすい

状態で医療が提供されるようになっている。1999年初頭、科学者はヒトゲノム配列の最初の「設計図」を作成するために5か月と3億米ドルを費やした

が、そのヒトゲノム配列に係る費用は、現在、1,000米ドル未満であり＊79 、最終的には1米ドル未満となる可能性がある。

来たる数年のうちに、飛躍的に進歩するテクノロジーによって、これまで業界を特徴づけてきたシステムやプロセスは大きく変革されることになるだろ

う（図5）。

コスト削減、アクセス増加、
医療向上のために急速に進

化しているテクノロジーに投
資すること

実験段階
初期適用段階

（アーリーアダプター）
初期浸透段階

（アーリーマジョリティ）
後期浸透段階

（レイトマジョリティ）
鈍化段階
（ラガード）

図5． 5～10年後の飛躍的な技術の適用

12のカギとなる飛躍的な技術は、今後10年間で多様なレベルに達するだろう

出所：Deloitte analysis

高

中

低合成生物学＆ナノテクノロジー

デジタル医学

ブロックチェーン

遺伝学＆プロテオミクス

API／ギグエコノミー

仮想現実／拡張現実

付加的生産

ロボット工学

遠隔医療

経験的知識に基づく計算

データの民主化

環境計算

不確実性の度合い
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既に、日本は高齢者を支援する介護ロボットの

実験を行っている ＊80。中国では、AIを使って、

肺、眼科、皮膚疾患の画像診断を支援している。

米国のベンチャー企業は、AIを使用して病院内

を流れている、あらゆるデータを収集し、より多

くの患者を診察することから医師と看護師を解

放し、成果の向上を図る方法を研究している。

あるクライアントでは、同じ経営資源で年間

3,000人超（18％増）の患者を治療することが

できるようになった＊81。

個々の指数が他の指数と結合すると、その収

れんが技術を一層速く進歩させる＊82 。テクノロ

ジーが医療を再形成し始めている分野は：

 合成生物学

合成生物学（生物学と工学の分野にまたが

る学術）およびDNA、遺伝子、プロテオミクス

を創造する能力は急速に進歩している。特

にこれらのテクノロジーがコグニティブ・コン

ピューティング、AI、その他のテクノロジーと

どのように結合されうるかを考えると、ライフ

サイエンス企業に向けられるアプリケーショ

ンには目を見張るものがある＊83 。

 3Dプリンターとナノテクノロジー

科学者が詳細なレベルでDNA配列を理解す

るやいなや、実際の細胞をプリントできる境

地に到達する―今日では一つの耳をプリン

ターによって製作された人もいる。ナノテクノ

ロジーを通して、革新者は分子レベルでガン

細胞をとらえて攻撃するためにカスタマイズ

された専用の白血球を作ることができる＊84

 コンパニオン診断

標的療法と組み合わせる際に、コンパニオ

ン診断（対応する治療用製品を安全かつ効

果的に使用するに当たり不可欠な情報を提

供する体外診断機器や画像化ツール＊85 ）

は、試行錯誤の処方という、より費用が掛か

り、危険性のある診療を避け、医師が最初

に施す最適な治療を決定するのに役立つ＊

86 。

 バイオセンサーとトラッカー

急速に小型化する携帯端末や医療機器に

組み込まれたバイオセンサーは、患者が生

活する上でそれほど煩わしくない方法で、患

者と医師が患者の健康を様々な面から監視、

追跡し、早期介入、更には予防を可能にす

る＊87 。

病院の明日のために今日を計画する

いくつかの先進国における老朽化したインフラ

と、新興国市場での健全なインフラの欠如によ

り、行政と民間医療提供者（消費者に左右され

る）は、入院と外来の診療環境をどのように最

適化するかを再考し、将来の費用削減、アクセ

ス増加、患者ケアの改善のために、デジタルテ

クノロジーをどのように従来型の病院サービス

に組み込むかを計画している。

今後10年間で、多くの米国と欧州の病院幹部

は時代遅れとなったインフラの改修または再構

築を計画する＊88 89 90。同様に、新興国経済に

おける医療需要の増加は、相当な病院計画と

建設を推進するに違いない。例えば、インドで

の新しい病院インフラへの支出は、2024年まで

に2000億米ドルに達すると予想され、中国は

2020年までに新たに89,000床を増設する計画

である＊91 92 。

人口と経済の傾向を先進技術と結合させると、

将来の病院がどのような人員配置、規模、設計

となるのかについて重要な示唆が得られる可

能性がある。例えば、より多くの医療サービス

が外来と在宅で提供されるが（図6）、それで

も、例えば、合併症や重篤といったいくつかのタ

イプの患者の場合は、入院治療がやはり必要

であると考えられる。

図6．機能毎の医療支出―OECD加盟国の平均
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出所：OECD
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将来の病院像がどのようなものになるのか知る

ため、the Deloitte US Center for Health 

Solutionsは、2017年5月、世界中の専門家と

共に、クラウドソーシングシミュレーションを行っ

た。参加者には医療機関のCXO（チーフ・エク

スペリエンス・オフィサー）、医師及び看護師の

リーダー、公的政策のリーダー、科学技術者、

未来学者が含まれる。彼らの任務は、10年後

（病院経営陣に与えられる準備期間）のデジタ

ルホスピタルを設計するための地球規模での

活用事例を考えることであった。クラウドソーシ

ングシミュレーションで、5つのカテゴリーでの活

用事例が開発された。

 医療サービス提供の再定義

意思決定、継続的クリニカルモニタリング、

標的治療（手術のための3D印刷技術など）

を可能にする中央集約化されたデジタルセ

ンターや、より小型化されたポータブル機器

の使用といった新たな機能が急性期医療病

院を特色づける。

 デジタルのペイシェント・エクスペリエンス

デジタルとAIの技術は、オンデマンドのコミュ

ニケーションとシームレスなプロセスにより患

者の容態を改善させることに寄与する。

 能力開発の強化

ロボッティック・プロセス・オートメーション

（RPA）とAIは、ケア提供者の自己開発と学

習に役立つだけでなく、より多くの時間をケ

アに費やし、より少ない時間で書類整理を行

うことを可能にする。

 テクノロジーによる業務効率化

デジタルサプライチェーン、自動化、ロボット

工学、次世代相互運用性は、業務管理と事

務の効率化を推進する。

 癒しと、より良く生きるためのデザイン

癒しの重要性に重点を置き、患者とスタッフ

が健康であることが、将来の病院設計で重

要となる。

これらの活用事例のほとんどはすでに実行さ

れている。例えば、中国には2017年初頭に79

のデジタル病院があり、その90％が2016年以

降に設立された。これらデジタル病院のほとん

どは経済的に未発展の地域に所在する＊93。

しかし、最先端のテクノロジーが病院運営に融

合する流れはそこまで来ている。運営効率と治

療の成果を改善するために、膨大な数のデジタ

ルソリューションが直ちにもしくは近い将来に実

装されるであろう。病院は、質とアウトカムの改

善を目指してより十分に患者と向き合うため、

遠隔患者モニタリング、テレヘルス、アドバンス

ト・アナリティクス、携帯端末を備えることにな

る。多くの事務機能―病院の財務、サプライ

チェーン、人事、収益サイクルは、費用効果改

善のため、ロボティクス、アドバンスト・アナリ

ティクス、センサー、自動化から恩恵を受けるこ

ともできる。これらの機能は、クラウドベースの

統合基幹業務システム（ERP）の利用によっ

て、デジタル技術でより短時間、より速く、よりよ

く反応するよう改善され得る＊94 。

予算がある国々の多くでは、ヘルス・システム

をデジタル化するためにツールやプログラムへ

投資している。多くのカナダの司法と病院を運

営する個人や地域は、病院でのより良い患者

ケア管理の実施を可能にするため、洗練された

病院情報システム構築に邁進している。メキシ

コの数々のヘルス・システムは、医師と患者と

の間で知識を伝達し、コミュニケーションを図る

ため、ウエアラブルデバイス、パーソナルデバ

イス、アプリを利用している。オランダでは、e-

ヘルスによる患者中心のヘルスケアが、病院と

ケア団体における最上位の議題となっている。

データと分析

ヘルスデータは新たなヘルスケア分野のトレン

ドである。多くの組織が臨床上及び運営上の洞

察を得る目的で、膨大な量のデータを集積する

のに先進的なデジタル及びコグニティブ技術を

ますます使用するようになっている＊95 。内外を

問わず増え続けるデータを目の当たりにして、

病院は最も重要なデータポイントと傾向を選

別、発見し、データを分析して、日常活動にシー

ムレスに取り込める分かりやすい形で医師、患

者、ケア提供者に実行可能な洞察を示すべく、

コグニティブ分析に依存するようになるだろう。

病院が質とコスト削減に重点を置いているた

め、分析に係る病院の支出は、2015年の58億

米ドルから上昇し、2020年までに187億米ドル

に達すると予測されている＊96 。しかし、ヘルス

ケア業界は、新しいテクノロジーとデータ分析を

日常業務に適用する点で、他の業界より遅れ

ている。早急に注目が必要な3つの分野があ

る：運営（医事請求、看護支援）、臨床（リスクを

低減する意思決定支援ツール）、事務（人事、

給与、サプライチェーン、患者/顧客とのイン

ターフェース）。医療が病院の外へ、家庭や地

域へと移行する中で、医療提供者は従来とは

異なる環境において成果を評価するという課題

に対処するために分析が必要になると考えて

いる。



2018年グローバルにおけるヘルスケア業界の展望｜スマートヘルスケアへの進化

21

単独の組織では、患者または対象となる地域

を全体的に見ていくために必要な全てのデータ

を持ち合わせていない。このことは、ケアを提

供するヘルス・システムとケアに係る財政を管

理する保険者の機能を制限し、患者の生活に

も直接的な影響が及ぶ。米国では、価値に基

づくケアを優先事項としている多くのヘルス・シ

ステムと医療保険は、戦略的取組みを可能に

するため、ポピュレーション・ヘルスケア（地域

的健康管理）の分析に投資している。しかし、デ

ロイトの調査は、各関係者が提供する最良のも

のを組み合わせることでシナジー効果を引き出

す分野横断的な協働アプローチに、ほとんどの

組織がまだ十分に注目していないことを示して

いる＊97 。

ヘルスケア革命の可能性を高めるため、関係

者間でのデータ共有が制限されている状態は

打破されなければならない。ヘルス・システムと

保険者の新しい関係構築は必要とされる変化

を加速させるだろう。そこには新たな医療費支

払方式、明確に定義された役割と責任、エビデ

ンスに基づく患者関与アプローチ、ワークフ

ローや協働ツール、治療の成果の向上に向け

た分析への各組織の投資を調整する能力が含

まれる。

関係者の検討事項

臨床インフラの改良、取替、開発に係る、行政

や民間ヘルス・システムによるいかなる決定に

当たっても、新たなケア提供モデルの進化やケ

ア施設の強化において飛躍的に増加している

技術の重要性を認識しなければならない。急速

な技術の発展に歩調を合わせると、統合基幹

業務システム（ERP）、プライマリーシステム（電

子患者カルテ）、病院情報システム、連携性／

相互運用性、eHealth/mHealth、ビックデータ

への巨額の投資が必要となる可能性が高い。

よく練られた戦略は、ケア提供を支援するため

の短期的及び長期的投資の基礎となるはずで

ある。

ヘルスケアリーダーは非伝統的プレーヤーと自

身の4つの壁の外にあるノリッジソースを取り込

むようなテクノロジーのエコシステム構築を考え

るべきである。彼らはまた、大規模に投資する

前にパイロットプログラムを試し、変化を受け入

れ、新しいテクノロジーで支えられることになる

であろう収入源について十分検討すべきであ

る。さらに、イノベーションの進化に歩調を合わ

せ、機敏に戦略を修正できるよう努力するべき

である。戦術的に考えてみると、デジタルヘル

スケアとアナリティクスを日常業務に融合させる

ことは、病院やヘルス・システムがケアパスを

能率的にし、コスト削減、患者満足度の上昇、

質を改善することに役立つ。

新しいテクノロジーは病院やヘルス・システム

の運営やケア提供のほとんどに関わっている

が、特に難病患者とプロセスに関してはその傾

向が強いが、それでも人間の専門家によるハ

ンズオンは必要とされるだろう。そのため、ス

テークホルダーは、人、プロセス、デジタルテク

ノロジーが可能にする施設への戦略的投資を

どのように計画するのか検討するべきである＊

98 。
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多くの起業家とヘルスケアコンシューマーは基

本的な疑問を抱いている。なぜペイシェント・エ

クスペリエンスはもっと個々人に合ったものに

ならないのか、なぜシステムはもっと便利にな

らないのか。なぜ患者は医師の診察を受ける

ために中心地まで行かなければならないのか。

なぜ医療保険、病院、医師は、患者が係わって

くる前に費用と支払方法に同意できるのか。こ

れらの疑問は、現存のヘルスケア関係者が既

存の顧客との良好な関係の維持・発展を願うな

らば熟慮して取り組むべきものである。そうして

いるうちにも、確立されたプロセスやシステムに

左右されず機敏に動く競合者は、既存の体制

下で動く者よりも迅速に技術がもたらす変革要

因を特定し、そこに投資することができるだろう
＊99。

デロイトの2017年米国ヘルスケア消費者調査

によると、消費者が答えた最優先事項は、わか

りやすいコミュニケーションと感じの良い対応が

なされるような個々人に合ったケアである（図

7）：

消費者との関わりを深め、
ペイシェント・エクスペリエン
スを向上させること

図7：消費者は医療における最優先事項として、個々人に合ったケアの提供を受けることを挙げている

出所：Deloitte 2017 Survey of U.S. Health Care Consumers
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病院は、顧客アプリ、患者ポータル、個別仕様

化されたデジタル情報キット、セルフチェックイ

ン・キオスクといった、オムニ-チャネルでの患

者アクセスを支援するデジタル・ソリューション

を利用することによって、より個々人に合ったケ

アを提供し、より一層顧客に関わり、ペイシェン

ト・エクスペリエンスを向上することができる＊

100 。医療提供者と患者の交流を促進する、そ

の他のデジタル・チャネルやツールには以下の

ものがある：

 ペイシェント・エクスペリエンスを改善する

ソーシャルメディアの活用

ソーシャルメディアは、医療機関が患者の

容態や地域住民の健康の傾向をリアルタイ

ムに、従来の手法よりずっと効率的に把握

するための、潜在的に豊かなデータソース

を提供する。

 テレヘルス

テレヘルスは、医療機関での受診回数と移

動時間を減らせる可能性があり、患者がケ

アを受けやすくする、より便利な方法を提供

する。この便利なケアモデルは、セルフケア

を促し、合併症を予防し、救急利用を削減

する可能性を有している＊ 101 。

 仮想現実／拡張現実

VR/ARは、人工的に作られた感覚的経験

を低リスクで患者に味あわせて、より安全

で、より便利で、患者がより利用しやすい形

で行動変化を促すことができる＊ 102 。

将来、デジタル技術が、医学的知識と支援をリ

アルタイムで得やすくすることで、ペイシェント・

エクスペリエンスを改善するかもしれない（次

ページのサイドバー参照）。答えてくれる、もしく

は病院にいる最適な人へ回答を指示してくれる

機能を備えたAIで動くベッドサイドのバーチャ

ル・ケア・アシスタントのような、入院患者のた

めの音声認識システムを想像してください。こう

したバーチャル・アシスタントは、診断、想定さ

れている回復までの治療と時間、毎日の投薬

スケジュールに関する日常的な質問に答えるこ

とができるだろう。また、専門的な質問は専門

家に指図することもできる。さらに、バーチャ

ル・アシスタントは、患者の既往歴、検査結果、

診察時間、予約スケジュール、類似の疾患を持

つ他の患者の話まで、データ収納庫として機能

することもできる。そのような身近なAI技術が患

者とその家族に力を与えるだろう＊ 103 。

患者にとって良いことは、医療提供者にとって

もよい。ペイシェント・エクスペリエンスを向上さ

せることは、病院のパフォーマンスの潜在的な

要因とみなされている。なぜなら、家族と友人

への紹介を通して、患者を大事にする気持ちを

強化し、評判とブランド力を向上させ、病院サー

ビスの利用を促進させることにつながるからで

ある。押し上げることができるからだ＊ 104 。また、

調査により、より良いペイシェント・エクスペリエ

ンスが、医師の医療過誤クの低下＊ 105 および

スタッフ離職率の低下＊ 106 と相関することが明

らかになっている。

デロイトの分析では、ペイシェント・エクスペリエ

ンスの改善は病院の運営と財政の改善に寄与

する可能性があることが分かった（図8）。

図8：患者から高評価を得る病院はより高い収益性を有している
我々の分析により、飛躍的なペイシェント・エクスペリエンスを提供する者は、強固な財務パフォーマンスと効率的な運営を
行っているケースが多いことが分かった。

出所：Deloitte: Value of Patient Experiences, 2016

改善された財務パフォーマンス 改善された運営効率

高評価

高評価病院は

財務パフォーマンスで

60%の差がある

患者当たり収入（調整後の患者1人の1日当たりの経費）

患者の病院評価「高」が

10%増加すると、

利益が1.5%増加する。
1.5%

高評価病院と中評価病院の間で、患者の満足度は、患者当

たり収入（調整後の患者1人1日当たりの医療費について）

444ドルの差がある

低評価

中評価

高評価

60%

vs. 中評価
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患者流路の改善

テクノロジーの革新は、今日のヘルスケアシステムにおいて、臨床と運営の両方のプロセスを変革してい

る。病院施設内における一連の患者流路にわたるデロイト・スマートヘルスケ・アソリューションの一部をな

すD.Assistは、入院、手術室とICUの利用、入院期間、退院プロセス、医事請求、通院スケジューリングと

いった「典型的なピンチポイント」を押さえている。

D.Assistのアプリケーションの一つは、世界のほとんどの病院と高齢者ケア施設で利用されているナース

コールシステムに取って代わる、シンプルでありながらよく考慮された患者から看護師へのコミュニケー

ションシステムである。当ソリューションは、病室での支援の声を広い、システムがそれを認知して文字化

する。そのメッセージがAIにより評価され、患者の要求を判別し、どのように対応するのが最適かを決定す

るように処理される。多くの場合、D.Assistは看護師の作業負荷を軽減しつつ、FAQデータベースから患

者に答えることができる。人的対応が必要な場合には、対応予定時間とともに患者の訴えを表示しなが

ら、その要請の優先順位が決定され、患者の対処に向かう最適な専門チームに伝達される。これが発動し

ている間、患者には重要な感情的安心感を与えつつ、患者は自身の要請が看護師チームに伝えられたこ

との確認を受ける。

D.Assistは、患者に効果的に応対し、救命するに必要とされる重要な情報を、看護師と医療チームへ提

供する。患者にとっても、D.Assistは音楽や書籍などのエンターテイメント・サービスに接続することがで

き、また病室内環境をコントロールするインテリジェント・ルーム・オートメーションにも接続できる。患者は

ベッドから落下した際など、呼出しボタンに手が届かなくても、D.Assistを使って部屋のどこからでも助けを

求めることができる。
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関係者の検討事項

ヘルスケア組織は、顧客中心の関係づくりに向

け、ケアの価格と質以外にも、以下のように、

自らの視野を広げることを検討すべきである。

 成功している顧客志向型ビジネスで使われ

ている原理、習慣に倣って、顧客とのつなが

りに着目する

 顧客を引き付け、維持することが収益にイン

パクトを与えることを認識する

 医療は「選択されるもの」であり、顧客の期

待は急速に高まっていることを理解する

 革新的で、テクノロジーによって可能となる

顧客プログラムを設計し、活用することで、

顧客の行動様式や嗜好を考慮して、適切な

時期に適切なサービスを提供する

 提供するブランドとサービスがより良く認知さ

れ、より高い価値を与えられる市場セグメン

トを定義する

新しいテクノロジーは医療における意思決定過

程で消費者をより積極的に関与させうる。ケア

提供者と支払者はこのトレンドを掴み、コミュニ

ケーションとペイシェント・エクスペリエンス（研

究、診断、治療、経過観察）を改善するべきで

ある。しかし医療分野では、急速に増大する患

者の要求と臨床治療の適切性の溝を狭める必

要がある：医療提供者の診断と介入レベルは

適切か。需要があることと必要性があることは

同じではない。また、ステークホルダーは、効果

的に、効率的に患者の期待に応えるために、ど

のようにビジネスを作ることができるのか。医療

分野は、より効率的に狙いを定め、サービスを

提供し、顧客とのコミュニケーションを行い、維

持できるかについて他の産業（例えば一般消費

者向け製品、金融サービス、接客業など）から

学ぶチャンスに恵まれている。
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ヘルスケア分野の労働力の課題はより多くの

国々で問題になっていると感じられる。人員不

足は病院の専門領域（救命救急と老年医学）

の多くや一般の開業医において如実である；ま

た、医療及び福祉の両分野方で看護師不足が

進んでいる。問題を悪化させているのは、患者

中心の、洞察に基づいた、価値重視の組織へ

の変革を導き、支援していく戦略的な次世代の

技能を備えたリーダーの欠乏である。

デジタル技術、ロボット工学、他の自動化され

たツールは、現在と将来のヘルスケア分野の

労働力不足の解決に大いなる可能性を持って

いる。関係者が増強された労働力を享受する

のであれば、従業員が行うあらゆる仕事が増

強されるであろうという考えは、異なった観点で

広がるだろう。

デロイトの視点では、将来の仕事は、技術の進

歩と、より生産的というだけでなく、より報酬が

多くなるという観点で物事が成し遂げられるよう

に人と機械を組み合わせる形で増強された労

働力によって進められるようになるだろう。病院

あるいはヘルス・システムの視点からは、進行

する人員不足や重度の燃え尽きで気力をなくし

た労働力、トップスキルを身に付け維持する能

力の低下、ケアの質の低下、患者の医療提供

者の選択による地位の喪失といった、弱点の

解決を図ることを意味する＊107。

今日の労働力増強に向けた動きを早急に進め

る過程に何が立ちはだかっているのか。一つの

要素は、大勢の医療機関の幹部たちが、従業

員が変化の規模とスピードに圧倒され、現在の

人材問題が悪化すると予想していることにある

かもしれない。これらの幹部が気ついていない

のは、技術に支えられた仕事の性質の変化

は、今日の課題を解決し、明日の可能性を描く

のに役立つ大きな機会をもたらすということだ
＊108

2017年のDeloitte Human Capital Trends 

reportで調査を受けた医療提供者の100％が、

今後3～5年の間にコグニティブ・テクノロジー及

びAIの採用を大きく進める計画があるという。

加えて、33％は、従業員がロボットと協働でき

るように訓練することが優先事項と考えている；

そうしたワークフロー強化アプリケーションによ

り、個々人がより進んだ技能を身に付けること

ができ、そうすることを必要とするだろう。しか

し、変化が起こっているということが強調されて

いるし、また、その認識があるにもかかわらず、

調査に参加した者の中で、これらの技術の適

用に関して大きな前進があったと回答した医療

提供者はいなかった＊109 。

今日の医療提供者の弱点を解決し、4つの使

命―ペイシェント・エクスペリエンスの向上、ポ

ピュレーション・ヘルスケアの推進、一人当たり

コスト削減、職員の働き方の改善＊110 ―を支援

する極めて重要な活動に焦点を当てることがで

きる革新的ソリューションは、技術と人材という

異なるものの組み合わせから生まれる。看護

師はデジタル技術、ロボット、その他を利用し

て、自身の時間を、事務作業から「ヒーリング・

タッチ活動」と意思決定に向け直すことができ、

同時に、手作業、オーバーワーク、リソース不

足から生じる人的ミスに関連する潜在コストを

最小化し、ケアを改善することができる。例え

ば、家庭用の音声認識機器は、経口化学療法

の管理を支援し、アウトカム（成果）を高めるた

めに利用される。患者を抱き上げる際に使われ

るロボットは身体的負担とけがを減少させられ

る。また、アプリケーション・ベースのクラウド・

スケジューリング・ソフトウェアは、シフト管理に

一層の柔軟性を持たせ、急なシフト変更を削減

し、カバレッジを改善させることを可能にする ＊

111。

現状の懸念を緩和することに加え、未来の仕事

のあり方は、ケアを提供する方法が進化させる

大きなチャンスになる。例えば、ヘルス・システ

ムはバーチャルケアを可能にする遠隔医療技

術を利用し始めている。遠隔で、患者の自宅

で、または患者がいる場所から何百マイルと離

れた専門家によって、といったようにケアの提

供に係る距離が近くなると、一定の医師には、

より多くの患者を診察し、複雑な治療により深く

関わり、より広範囲にわたる、訪問が困難な地

域の住民を診断することができるようになる。ま

た、医師が「ライセンスの最上位を極める」こと

ができ、効果的で充実した仕事により多くの時

間を費やすことができるようになる。

ヘルスケア組織は互いに競合するのでなく、人

材と技術を融合するチャンスがあり、人とテクノ

ロジーをすぐに調和させるべきである。すでに、

先を行っているヘルス・システムは増強された

労働力の利点を証明している。例えば、シド

ニーにあるAustralia‘ｓ Royal North Shore病

院の無人搬送車（AVG）は、1日に約2,000食を

患者に配膳し、25,000キロのリネンを運搬し、

スタッフを解放して患者ケアに集中させている。

中国のヘルスケア改革の次章は「ヘルスケア・

リソースの均衡」であり、公的病院の運営効率

の改善という目標を立てている。一つの潜在す

る戦略：上級医師の代わりにプロのマネー

ジャーを採用しての運営の管理、クリニカルパ

スの実施、ケア提供プロセスの最適化を進めて

いる病院に、技術支援型経営管理モデルを適

用することである。

将来の仕事を計画する際、ヘルスケア組織は、

具体的な仕事およびワークフローの軌跡のア

セスメントを行い、それらの仕事とプロセスを組

み合わせて動かすための要素の組合せ、どう

すれば次のように、実現可能な技術や新たな

人材モデルを用いて練り直すことができるかを

検討する必要がある。

将来の労働力を形成す
ること
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 物理的な距離

その業務は人が行わなければならないの

か、その場所で行わなければいけないのか。

医師、看護師、またはケアスタッフはサービ

ス提供される場所にいる必要があるのか。

患者はどうか。ケアまたはサービスは仮想

的に提供できないのか、適切なスキルが得

難い場所では提供できないのか、あるいは

より安価な労働力によって提供されること

は可能か。

 自動化のレベル

ロボット、コグニティブ・インテリジェンス、AI、

または他のテクノロジーによって提供し得る

業務で成り立っている仕事はどのくらいあ

るのか。スキルに基づいた部分の仕事とし

てどこを人の手に残さなければならないの

か。人間とロボットは、パフォーマンスを最

適化するためにどのようにして相互連携で

きるか。

 人材の分類

これはフルタイムの仕事、院内の仕事か。

契約、簿外（例：外部コンサルタント）または

クラウドソーシングなど、どの程度までカテ

ゴリーが違ってもこれを遂行できるのか＊

112 。

関係者の検討事項

ヘルスケア分野の技術の到達範囲と影響力は、

長期にわたる臨床また管理上のプロセスを変

革し始めているため、労働力の構造は必然的

に変わるだろう。反復的ないし管理的プロセス

を伴う仕事は自動化され、置き換えられるかも

しれない；例えば、予約のための携帯アプリの

利用は、受付業務を大幅に減らす可能性があ

る。他方で、増強された労働力により、医師とそ

の他スタッフはより自身の主要な責務に集中し、

治療の効率と質を改善することができるはずで

ある。また、AIあるいはロボットによってヘルス

ケアの労働力が増強されると、より良い意思決

定、エラーの低減、生産性の向上が可能になる

だろう。

テクノロジーの展望から、未来の仕事は既にこ

こにある。しかし、多くのヘルスケア組織では、

そのような未来の仕事のあり方はまだ構想に

過ぎない。

個々のヘルスケア組織が労働力戦略を策定す

る際、労働力のそれぞれのパートが単一の線

形経路に沿って進化するのではなく、力の集ま

りに応じて進化することを理解することが重要

である。臨床作業の手順を細分化、自動化や

代替可能な人材モデルを活用する機会を評価

することで、臨床ワークフローにおける増強の

機会が特定され、医師、患者とその家族が新

技術の恩恵を受けるポイントが明らかになり、

代替人材モデルがどのように燃え尽きを減らす

かがわかり、より良いサービスを受けられるよう

住民に対してケアを提供する場所を拡大するこ

とができるようになるであろう＊113。
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Time to care: Securing a future for the 

hospital workforce in Europe

There is widespread recognition across 

Europe of the growing mismatch between 

demand for hospital care and the supply of 

staff and other resources to meet that 

demand. The quality of care is dependent 

on having the right professionals with the 

right skills in the right place at the right time; 

however there are concerns that the current 

workforce model is unsustainable.

The future awakens: Life sciences and

health care predictions 2022

The year is 2022. The quantified self is alive 

and well, digital technologies have 

transformed the culture of health care and 

new entrants have disrupted delivery 

models. We offer some predictions that, if 

they come true, will shake up the life 

sciences and health care industry in the 

next five years.

The digital hospital of the future

In 10 years, technology may change the 

face of global health care delivery. As the 

cost of care continues to rise, many 

hospitals are looking for long-term solutions 

to minimize inpatient services. Learn how 

technology and health care delivery will 

merge to influence the future of hospital 

design and the patient experience across 

the globe.

Breaking the dependency cycle: 

Tackling health inequalities of vulnerable 

families

Vulnerable families face significant health 

inequalities, despite rising life expectancy 

across Western Europe. While access to 

good health care is important, it only

accounts for 15-25 percent of health 

inequalities. A range of social determinants 

crucially drive trends around mortality and 

ill-health, including quality of education, 

housing, employment, working conditions

and welfare.

Supporting healthy communities

As health care shifts toward treating people 

before they get sick, community partners 

and government agencies are becoming 

involved, aiming to address

social factors such as education and 

housing. More players, though, means more 

complications, particularly in funding.

One possible solution: a hub model.

Addressing social determinants of health 

in hospitals: How are hospitals and 

health systems investing in social 

needs?

Our survey of 300 hospitals and health 

systems explores how factors outside the 

health care system—the social 

determinants of health—affect patients’ 

long-term well-being and what health care

organizations can do to address these 

challenges.

Deloitte 2017 survey of US health system 

CEOs: Moving forward in an uncertain 

environment

CEOs at hospitals and health systems are 

faced with increasing headwinds as they 

look to move forward in an uncertain 

environment. So what are the key issues

and trends CEOs are facing? While none of 

the key themes emerging from our 

interviews have really changed since we last 

spoke with health system CEOs in 2015, the 

urgency certainly has. Instead of thinking 

about these issues in a futuristic sense, 

CEOs are ready to address and tackle them 

now.

Can emerging technologies improve 

hospital performance? Strategies for 

healthier operating margins

Hospitals are anticipating tighter operating 

margins in 2017 and beyond, due to 

increasing financial pressure from policy, 

industry, and market changes. This report 

discusses innovative technologies and

cost-reduction strategies that hospitals can 

consider to enhance revenue, increase 

efficiency, and achieve long-term financial 

stability.

Hospital mergers and acquisitions: 

When done well, M&A can achieve 

valuable outcomes

With a rise in the number of mergers and 

acquisitions in the health care industry, we 

conducted a study with the Healthcare 

Financial Management Association to

learn more about the factors that lead to 

increased value following a hospital merger 

or acquisition.

Cognitive health care in 2027: 

Harnessing a data-driven approach in 

personalized health care

“Precision medicine” or care that is highly 

personalized for each person’s genome is 

likely to revolutionize health care of the 

future. And cognitive technologies will play a 

pivotal role, as handling the enormous 

amounts of data—one of the imperatives

of cognitive health care—requires much 

more than just “artisanal” analytic 

capabilities.
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