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世界の保健医療部門が将来に向けて歩みを進

める中、今は刺激的な時期にあります。また、

不確実性を伴っていると考えられ、賢明な関係

者は2020年以降の戦略を立てる際に、孔子の

論語にある「将来を明確にするのであれば過去

を研究せよ」という教えに留意し、歴史的および

現在の変化の要因を検討するでしょう。

これらの要因の中には、人口の増加と高齢化、

慢性疾患の有病率の上昇、インフラ投資、技術

の進歩、進化しつつあるケアモデル、労働者不

足の中での高い労働コスト、発展途上国市場

における保健医療システムの拡大などがありま

す（囲み記事「数字によるグローバル ヘルス

ケア」参照）。
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概要および展望

出所：The Economic Intelligence Unit、2018年8月16日にデータ・ツールにアクセス


世界の医療費の伸びは、2018年の5．2％から、2019年には3．2％に鈍化すると予想されています。これは、米国・中国貿易戦争

や英国のEU（EU）からの脱退予定といった地政学的緊張に起因する通貨シフトや世界的な経済成長の減速の影響である可能性

が高いと考えられます。しかし、2019～23年にかけて、医療費は、2014～18年の2．7％より高い5％という、もっと強固な年平均成

長率（CAGR）で増加すると予想されます*1。北米を除くすべての地域で、予測期間中に平均支出の伸長が加速すると予想され、

年間増加は中東／アフリカ（7．4％）およびアジア（7．1％）が最も大きくなっています*2。


国内総生産（GDP）に占める世界の医療費の割合は、2018年の比率に等しく、2023年まで10．2％前後で推移するとみられます。

この予想される定常状態は、経済的改善と医療システムのコスト抑制への努力の両方を反映しています*3。


一人当たりの医療費は、米国の12,262米ドルから2023年のパキスタンの45米ドルまで、不均等に拡大し続ける可能性が高いと考

えられます。このギャップを埋める努力は、多くの開発途上国における大きな人口増加によって妨げられるでしょう。


世界人口は2023年までに58億人に達すると予想されており（2億700万人増、アジアだけでも1億2900万人増*4）、保健ニーズを満

たすことは容易ではないでしょう。しかし、アジア諸国は、高所得世帯（年間2万5000米ドル以上の収入を得ている世帯）の世界成

長の約半分にも寄与する可能性が高いと考えられます。人口増加は、経済力の増加と公衆衛生ケアシステムの拡大への努力と

相まって、より高い医療支出をもたらす可能性が高いです*5。


拡大する高齢者人口に医療を提供することは、政府と保健システムにとって重要な関心事である可能性が高いです。全体の平均

寿命は、2018年の推定73.7歳から2023年までに74.7歳に増加すると予測されています*6。65歳以上の人口は6億8600万人を超え、

人口全体の11．8％となっています*7。この傾向は、2023年までに65歳以上の人口に占める割合がほぼ29％に達すると予想される

日本で最も顕著になり、西欧では22％に達すると予想されています*8。世界の高齢者医療市場（在宅医療、遠隔患者モニタリング

など）での医療費は、2023年までに1．4兆米ドルを超える可能性が高いと考えられます*9。

数字によるグローバル ヘルスケア
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認知症は現在、世界中で60歳以上の5,000万人以上に影響を与えています。この数は2030年までに8,200万人、2050年までに1億

5,200万人に達すると予想されています*10。


特に発展途上国では、伝染病が脅威となっている一方で、慢性および非伝染性疾患（NCD）も増加傾向にあります。2017年には4

億2,500万人近くが糖尿病を患っており、2045年までにその数は48％増加し、6億2,900万人になると予測されています。中国（1億

1,440万人）、インド（7,290万人）、米国（3,020万人）は2017年に糖尿病患者のリストの上位国に位置し、2045年までこれらの位置を

維持する見込みです*11。


喫煙、栄養の偏った食事、高血圧、肥満、身体活動不足などの生活習慣関連要因が、世界の死因トップ10の多くの要因となって

います（図1参照）。

出所：スマートヘルスコミュニティと健康の将来、デロイト、2019年

図1：世界の死因トップ10のうちの多くは不健康な行動に関連しています

2016年の世界における死因トップ10（単位：百万）
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図2：2020年には、医療部門は、財政的、戦略的、デジタル、および人材に関連した様々な種類の課題に直面しています

伝染性疾患と非伝染性疾患とは別に、医療関

係者は精神障害または神経障害と闘うという課

題にも直面しています（補足記事の「メンタルヘ

ルスのアウトカムを改善するための必須事項」

参照）。これらの疾患を治療することは重要で

すが、罹患した後に患者を治療するシステムか

ら、身体的および精神的健康、予防、早期介入

を支援するヘルスケアの一部へと、運営者の

焦点が移る*12将来に向けて、ヘルスケア分野

の関係者が取り組むことが極めて重要です。こ

の方向に向けていくつかの段階を追っていくこ

とになります。ヘルスケア分野の関係者は、雇

用、住宅、教育、輸送、小売、銀行、技術など

のセクターと連携し、イノベーションの推進、ア

クセス向上と手ごろな価格の拡大、質の改善、

より効率的な医療提供モデルを通じたコスト削

減を一括して支援するために、スマート・ヘル

ス・コミュニティ（SHC）アプローチ（「スポットライ

ト：スマート・ヘルス・コミュニティ」を参照）を採

用し始めています*13。

しかし、多くのことは未だ実施に至ってません。

この構想を実現するためには、医療提供者、政

府およびその他の保険者、斬新なビジネスモデ

ルを創設する企業、さらには消費者でさえも医

療エコシステム全体の変化を促進する動向や

問題を理解し、分析し、対応することを始める

べきです。今年の『世界のヘルスケアの展望』

では、ヘルスケアセクターの状況を見直し、

2020年を形成する重要な課題を探り（図2）、今

後の強固な基盤を築く上で、指導者が考慮す

べきことや実行策を提起します。
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財政的運営とパフォーマンス改善

医療制度は、費用を削減しながら、経済的価値

の高い、効率的な患者ケアを提供することによ

り、経済的な持続可能性を達成するために取り

組んでいます。

ケアモデルの革新

新たな戦略、能力、技術により、人を健康に保

つための偶発的で急性期のケアを提供すること

に、医療システムの焦点が移りつつあります。

デジタル変換と相互運用性

デジタル技術の飛躍的な進歩と相互運用性は、

患者が受けたいと思う方法で医療サービスを提

供するのに役立っています。

これからの働き方

高齢化と熟練臨床医の不足は、医療におけるこ

れからの働き方を変えつつあり、人材の供給、

雇用、訓練、および専門技能を有する労働者の

維持の重要性を増加させています。

出所：Deloitte analysis.
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多くの研究で、健康上のアウトカムの約80％は医療システムとは無関係な要因によって引き起こされることが示されています。食習慣や

運動習慣、社会経済的地位、住んでいる場所は、医療よりも健康アウトカムに大きな影響を及ぼす傾向があります*15。さらに、学校、仕

事、地域社会での健康教育プログラムが公衆衛生と社会に影響を及ぼしうることは、長い間知られていました。

今日では、公共企業、非営利企業、商業企業を含む非伝統的プレーヤーの幹部たちが、SHCを設立しようとしています。SHCとは疾病

予防とウェルビーイングに焦点を当て、持続的な基盤の名のもとに協働し、伝統的な保健医療システムの外で大部分が運営されると

いったコミュニティの運営です*16。コミュニティは、地理的または仮想的区分、人口的区分（高齢者、オピオイド使用者、精神障害者）、自

己形成または社会的コミュニティ（体重管理）、または通常のコミュニティ（学校、雇用者）がありえます*17。多くのSHCは消費者主導であ

り、伝統的な保健システムによって満たされていないニーズを満たしています。典型的には、それらは5つのコアエレメントの一部または

全部を含んでいます（図3）。

6

出所：The Economic Intelligence Unit、2018年8月16日にデータ・ツールにアクセス

世界中の4人に1人は、人生で精神障害や神経障害の影響を受けることになります。現在約4億5,000万人がこのような状況に苦しんで

おり、精神障害は健康障害や障害の主要な原因の一つとなっています*14。世界保健機関（WHO）がメンタルヘルスケアを基本的権利と

命名した現在では、メンタルヘルスのアウトカムを改善する方法を特定することは、世界の保健コミュニティにとってますます重要となっ

ています。革新的技術は、これらの衰弱した健康状態に打ち勝つ上で重要な役割を果たすことができ、メンタルヘルスへの介入の提供

に大きな期待を寄せられています。

デロイトは、2年間のプロジェクトとして、「メンタルヘルスにおける革新的技術」について、世界経済フォーラムと協力し、メンタルヘルス

における技術の利用の指針となる実行可能な政策枠組みを構築しています。この枠組みには、政府、企業、資金提供者、イノベー

ター、医療提供者、消費者（患者）のための倫理的、戦略的、実践的なガイドラインが含まれます。

メンタルヘルスのアウトカムを改善するためには

スポットライト：スマート・ヘルス・コミュニティ（SHC）

出所：The Deloitte Center for Health Solutions and the Deloitte Center for Government Insights.

図3：スマート・ヘルス・コミュニティの5つの要素

積極的な健康およびウェルビーイング管理の強化

コミュニティー意識とウェルビーイング意識の醸成

デジタル技術と行動科学による実現

結果改善に向けた有意義なデータ活用

新しく革新的なエコシステムの実現
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出所：The Economic Intelligence Unit、2018年8月16日にデータ・ツールにアクセス

SHCの基本は、長年考えられてきました。例えば、糖尿病予防、体重減少、中毒症状矯正プログラムであり、コミュニティを利用して、自

分の体重を積極的に管理し、指導者が運動を促すものです。これらのプログラムは成功したものの、実店舗モデルであり、属人的な内

容に限られています。デジタル技術は、これらのプログラムの規模を大幅に拡大し、その影響を増大させる可能性があります。SHC向け

に開発されたプラットフォームは、Internet of Things (IoT)やAugmented/Virtual Realityなどの技術を用いて、タイムリーで詳細な情報に

基づき的確な決定を行うことができます。導入モデルは、市民志向、社会性、ケアとのつながり、拡張可能な技術によって可能になった

各地域に合わせることができます。また、行動科学と臨床科学を組み合わせることができ、エビデンスに基づいて改善されたアウトカム

が得られるはずです。

低所得コミュニティでも普及しているスマートフォンの広範な使用は、バーチャルSHCプログラムが広範囲に拡大する可能性を高めてい

ます。これらの携帯電話上のアプリには、ナッジ理論やゲーム理論などの行動科学からのコンセプトを組み込むことができ、人々が健

康管理の目標を追跡し続けることを支援することができます*18。

1つの例はHealth Villages (フィンランド語でTerveyskyla）で、これは、ケアの場を病院から家庭に持ち出すための専用のオンライン・モバ

イル・プラットフォームです。この概念は30の異なる「家」から成り、各々が症状、疾患、または身体部位特異的デジタルハブとして作用し

ます。プラットフォームは、ユーザーがログインし、個々のページを作成することを可能にし、医師のためのページも有します。内容は、

大学病院との協議で展開し、パイロット期間の1年以上で、150万件以上のウェブサイトの閲覧回数を生み出しています*19。同様に、オラ

ンダの70の地域ネットワークのコレクションであるParkinsonNetは、パーキンソン病（PD）患者に質の高いエビデンスに基づくケアを提供

することに焦点を当てています。患者、医師、神経科医、学術者、および12分野にわたる3,000人以上の関連する医療専門家のコミュニ

ティにより、このプラットフォームは患者1人あたりの治療費をほぼ40％（250ユーロ）削減するのに役立っています*20。

SHCは、ミクロ（職場／コミュニティ）およびマクロ（国内協力）レベルでの社会的に分散したネットワークモデルを用いることで、垂直統合

および階層的パワーモデルに基づいて構築された伝統的な医療システムを革新し、超えようとしています。最近、約600人のデロイト従

業員が36週間の無作為化臨床試験に参加し、ウェアラブル・アクティビティ－トラッカーとゲーム化を組み合わせることで、過体重および

肥満の成人の身体活動が増加するかどうかを調べました。この「ステップアップ」研究はペンシルベニア大学(Link)のペレルマン医学部

が主導しました。研究結果は、適切にエンゲイジメント・プログラムを設計すれば、人々を健康的な行動に向かわせることができることを

科学的に立証しています*21。

有効なSHCを創出し、持続させ、成長させるには、いくつかの課題が存在します。これには、ビジネスパートナーのためのビジネスモデ

ル構築のための情報共有と患者のプライバシーの確保の両立が含まれます。また、健康を改善する意欲やその資源を欠く人よりも、

「すでに健康裕福でさらに良くなりたい人」を惹きつけ、保持することの方がはるかに容易であるようです。SHCは、健康の社会的要因に

対処する行動変容および介入の科学的技術を用いて、貧しく、動機もなく不健康な人々が健康的行動をとるのを助けるための戦略に組

み込むべきです*22。課題はありますが、SHCモデルは、より健康なコミュニティを推進するために社会の各セクションがどのように協働

するかを根本から再設計する可能性があります。
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財政的運営とパフォーマンス改善

このトレンドを促進する要素は何か

世界の保健システムの多くは、不確実に変化

する環境で財政的持続可能性を維持するため

に苦労しています。

 2018－19年には、NHS病院の赤字は5億

5,100万ポンドと2017－18年の9億6,000

万ポンドから改善しましたが、これは主に一

時的な節約、一時的な資金余剰および経

費調整によるものでした。全体として、

2018-19年度末の病院信託の潜在的な財

政赤字は、2017-19年度の43億ポンドに対

し、50億ポンドでした*23。

 中国の医療保険費の伸びは、2018年の所

得成長を上回り*24、経済鈍化と高齢者人

口の増加に悩まされました。

 ドイツの病院の12％は財政的危機にあり
*25、すべての業種にわたって不眠症例が

増加しています。また、数年ぶりに入院症

例が減少しています。

 オランダのトップ病院の2017年の平均利益

率は1．8％と低く、その約半数は現在大き

なコスト構造転換の途上にあります*26。

 直近で3％の利幅を有する20億米ドル規模

の医療提供者は、マーケットの分析上、

2023年までに6％の利幅がマイナス3．5％

にまで落ち込むと見込まれています*27。

何年にもわたって、財政的な問題が世界の公

的/私的の医療システムに影を落としており、

2020年もこの状況が持続することが予想され

ます。要因としては、人口の拡大や高齢化、慢

性的な状態にある人口の増加、コストのかかる

インフラや医療技術への投資（長年にわたる設

備投資の額の低さから悪化しています）、人件

費の高騰、人員不足、エコシステムに対する需

要の増大（総合診療、コミュニティ・ベース、家

庭、メンタルヘルス、慢性疾患）などが挙げられ

ます。

財政的、運営的改善を進め、手ごろでアクセス

しやすい医療を提供するために行うべきことが

各国では異なるようです。いくつかの選択肢の

中には、支払改革、普遍的な健康保険、価格

管理、集団健康管理・支援の方法論（PHM）、

および官民パートナーシップ（PPP）がありま

す。また、業界の統合や規制状況の変化も影

響要因とみられています。保健医療システムの

リーダーは、高品質なケアサービスを提供し、

財政的な持続可能性を達成するために、2020

年にはバランスのとれた組み合わせを採用す

る必要があると思われます。

この傾向は今後の1年間どのように影響するか

価値は、診療報酬改革の合言葉となる可能性

が高いです。業界が従来の診療報酬払い戻し

モデルから結果に基づくものへと継続的に移行

している一環として、政府および保険会社は、

償還を認可する前に提供された価値のエビデ

ンスをますます必要としています。消費者（患

者）も、医療サービスの個別化、利便性、質を

期待するなど、認識と価値意識が高まっていま

す。

価値に基づくケアは、低コストで最良の結果を

達成することにより、保険者および患者の価値

を最適化することを目的としています。米国で

は、収益を分散し、価値に基づいた支払モデル

を準備する戦略として、一部の病院および医療

システムは、入院から外来に比重を移していま

す*28。この動向は、財政的インセンティブや患

者の嗜好に加えて、一部には、技術の進歩（例

えば、低侵襲の外科的手技および新しい麻酔

技術）が貢献する可能性もあります*29。患者と

の関わりは、価値に基づくケアではとても重要

視されています。医療提供者と保険会社がど

の程度人々を活動的にさせ、自分自身のケア

を可能にするかに対して、技術開発と高度なセ

キュリティが施されたデータを用いることで、よ

り低いコストで改善された健康社会を達成する

可能性が高まります。
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2020年のグローバル・
ヘルスケア・セクターの課題
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外来で手術を行うことが増えています。米国で

は、外来による病院総収入は1995年の30％か

ら2016年には47％に増加しました*30。

英国のNational Health Service (NHS) Long 

Term Plan(LTP)には、NHSの財政構造、支払

システム、インセンティブに対する主要な改革、

およびNHSが年1．1％以上の収益を生むよう

な成長をもたらすための要件が含まれていま

す*31。また、資金をプライマリ・ケアへ重点的に

使うことについても詳述しています。英国の統

合医療システムの多くは、共通の原則と作業手

順に焦点を当て、リスク分担の取り決めについ

て明確にしながら共同で需要を管理する、ブ

ロック型または整合型のインセンティブ契約

（AIC）に向かっています。このモデルは、活動

ベースの契約よりも費用ベースの契約に移行

することで、支払責任者と医療提供者の双方の

確実性を高めることに役立っています。LTPで

強調されている契約やその他の支払改革は、

意図しない結果を回避し、効率性がシステムへ

の真の節約となることを証明しています*32。

国民健康保険を有する先進国の大部分は、ユ

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ・システムの確

立および、または拡大しようとしている発展途

上国市場に関わっています。

 2014年に導入されたインドネシアの

Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)プロ

グラムは、現在人口の76％をカバーし世界

最大の単独支払方式の保険システムです
*33。

 タイの人口の99％以上が、タイでのユニ

バーサル・ヘルス・カバレッジ・システムの

下で、無料の診療を受けています*34。

 フィリピンでは、政府が全国民を2020年ま

でにPhilHealth（国民医療制度）へ100％加

入させることを目標としています*35。

 インドは、2018年2月に野心的なNational 

Health Protection Scheme(NHPS)を発表

し、世界最大の政府資金による医療プログ

ラムであると主張しています。資金調達の

プレッシャーはありますが、このプログラム

の実施が期待されています*36。
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ユニバーサル・ヘルス・カバレッジシステムは、

通常、大規模で複雑で、運用に費用がかかると

考えられています*37。消費成長を抑えるため

に、政府は、例えば医薬品や医療技術機器の

価格管理を通じて、予防的な健康とコスト効率

の改善に焦点を当てています。先進国と発展

途上国の双方の市場において、政府は製造業

者に、より安価な医薬品を広範に入手可能性

できるよう、意図的な決定を行ってきました。医

療システムは、一部の国が他の国より多くの支

払いをしていることを意識して、自国が購入す

る製品に関するコスト情報を共有しています。さ

らに、政府は、価格を下げるための方策とし

て、国際的なベンチマーキング、エビデンスに

基づく使用法、ジェネリック薬を使用していま

す。ユニバーサル・ヘルス・カバレッジシステム

がない国でも、薬剤や医療機器の費用が増え

ていく中でそれを抑えようとしています。米国で

は、2020年大統領選挙に向けて、現行の米国

政府は、薬価を引き下げ、医療提供者がどの

ように価格決定手続きを行うかについて、より

透明性を持たせる計画を推進しています*38。

多くの公的および民間の保健医療システムが、

個々の寿命および世代を超えて患者集団の身

体的および精神的健康を最適化するために、

集団健康管理・支援の方法論（PHM）に転換し

つつあります*39。技術や治療法の進歩を通じ

た健康アウトカムの継続的な改善により、より

多くの人々がより長生きできるようになっていま

す。しかし、多くは冠動脈性心疾患、慢性閉塞

性肺障害、糖尿病などの複数の慢性疾患を抱

え生活しています*40。慢性疾患のある人は、医

療サービスや社会ケアサービスを集中的に利

用しており、それに伴う医療費ははるかに高く

なる傾向があります。例えば、保健社会福祉省

は、イギリスの医療資金全体の70％が、長期

的な病状を抱える人口の30％のサービスに費

やされていると推定しています*41。これらの患

者を特定し、治療し、より健康で自立した状態

をより長く保ち、終末期ケアのための明確な方

法を用意することがますます必須となっていま

す。

公衆衛生は、ビッグデータ、患者の関与および

保健医療提供を通して、公衆衛生上のニーズ

の理解と結び付け、医療の4つの目的である、

人々の健康の改善、ケアの質の向上、労働者

の健康とウェルビーイング、および全体コストの

低減を達成しようとしています*42。

病状、疾患の重症度、統計学的特性、場所、ま

たはリスクレベルを同定するための他のパラ

メータに従って集団をグループ化することは、

健康の不平等を減らしながら、ケアとその結果

を改善するために資源を活用するのに役立ち

ます。公衆衛生の焦点は、プライマリ・ケアを強

化し、家庭に近い場所でケアを提供することで

もあります*43。 （スポットライト：『集団健康管

理・支援の方法論（PHM）』 参照）

外来で手術を行うことが増えています。米国では、外来によ

る病院総収入は1995年の30％から2016年には47％に増

加しました

公衆衛生は、ビッグデータ、患者の関与および保健医療提

供を通して、公衆衛生上のニーズの理解と結び付け、医療

の4つの目的である、人々の健康の改善、ケアの質の向

上、労働者の健康とウェルビーイング、および全体コストの

低減を達成しようとしています。
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PHMは、健康上の成果に取り組むための手段の1つにすぎない一方で、ケアの経済的負担と持続可能性を確保するための鍵と見なさ

れるようになってきています。PHMは、コミュニティにおける主なヘルスケアニーズを特定し、それに応じてサービスを適応させることを目

的として、ケアとサービスの設定のため、人々の健康と幸福に関するデータを収集し洞察をする概念です。今日のデータ分析、機械学

習、およびデジタル技術の大きな進歩は、リスクの特定および患者集団の階層化に寄与し、診断のスピードと精度の改善および個別化

治療計画の設計により、PHMを実現するツールを提供することができます*44。

世界中の経験から、PHMに対する単一のアプローチや「ルールブック」は存在しないことがわかっています。例えば、英国では、イングラ

ンド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドの行政が、PHMの役割を優先することを含む、健康および社会的ケアに対する異なるア

プローチを採用しています*45。しかし、ヘルスケアシステムが効果的なPHMアプローチを採用できるようにするためには、いくつかの異

なる構成要素と重要な成功要因があります（図4）*46。

10

スポットライト：集団健康管理・支援の方法論（PHM）

出所：The transition to integrated care: Population health management in England, Deloitte Centre for Health Solutions, 2019.

図4：PHMを可能にする主要4つの構成要素と重要な9つの成功要素
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の新たなアプローチ

集中的な集団ターゲティングおよび集団セグメンテーション

強固なモニタリング、高度解析および洞察過程

共通のビジョン、ミッションおよび方向性の理解

リーダーの成熟度および
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共有技術およびデジタル
インフラの向上
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PHMプログラムによる公衆衛生システムのいくつかの例を以下に示している：


マンチェスター大都市圏（GM）は地域全体でかなりの不平等を抱えており、健康指数も平均より悪化しています。2015年、GM 

Health & Social Care Partnership (GMHSCP)は、GMにおける60億ポンドの医療およびソーシャルケア費用をを監督する責任を与

えられました。戦略的パートナーシップ委員会は、共有の戦略的方向性を開発し、GMコミュニティに合うように予算と優先順位を

調整し、保健・社会ケアとより広範な公共サービスを横断して資源を統合するために設立されました。その後、GMはプライマリ・ケ

アを大規模で提供する戦略および新たな技術を採用するアプローチの概要を示すデジタル戦略を発表し*47、1億3,400万ポンドの

メンタルヘルスへの投資を公表しました*48。GMは、国内のメンタルヘルス基準全体でパフォーマンスを改善させました。プライマ

リ・ケアでは、GMの居住者の100％が、週7日で、日常的または事前予約で一般診療を受診できるようになりました（2016年の47％

から増えました）*49。


ドイツのバデン・ヴュルトテンベルグ州にあるGesundes Kingzigtalの人口は約33,000人です。2016年以降、人に焦点を当てることが

公衆衛生の大幅な改善、より良いケア、および一人当たりコストの低減につながるかを実証してきました*50。強固な管理、高度な

データ管理システム、ネットワークパートナーとコミュニティとの信頼関係を通して、Gesundes Kingzitalモデルは、この集団が州全

体と比較して健康であり、コストも低いという結果をもたらします*51。Gesundes Kingzigtalが行った、最初で最大規模であり、かつ今

も継続して行っている投資の1つは、分析のために保険会社、病院、およびプロバイダーのデータを集め、プロバイダー間の接続

を構築してシステム全体で患者を追跡するITインフラを構築することです。これは、高リスク患者の特定、介入プログラムの予測と

計画、結果の追跡に役立ちます*52。


Yorkshire & Humber Care Record Population Health Management Programme (YHCR-PHM)は、地域の500万人の住民の利益

のために、最も困難な健康アウトカムに対処するための高度なPHMソリューションを提供することを目的としています。このPHMソ

リューションは、クラウドベースのプラットフォームと分析製品から構成されており、ユーザーがより質の高い報告とより迅速で正確

な意思決定を実現するための新たな視点を作れるようになります。このPHMソリューションは、2020年3月には全面的に運用され、

その後は地域的に展開されると予想されます。Yorkshire&Humber Care Record (YHCR)は、NHS England's Local Health and Care 

Record Programme (LHCRE)内の5つの例のうちの1つで、医療機関がデータを共有することで、適切な場所で適切な時期に適切

なケアを受けられるようにし、安全性と有効性を向上させることを可能にしています。

PHMを保健システム全体に組み込む場合、克服すべき多くの障壁があります。その中で最も重要なのはこれまでは異なっていたデータ

セットを結びつけ、新しく統合された運用方法や共有された文化、マインドセットを受け入れるリーダーシップモデルを開発するという課

題です。また、臨床ケアチームは、ケアを必要とする集団とつながり組織化する方法について、民間の医療保険にも目を向けるべきで

す*53。

水平および垂直統合とは、PHMソリューション

とヘルスケア・バリューチェーンを最適化し、健

康を改善する新しい事業モデルの開発を推進

しています。米国では、定期的なプライマリ・ケ

ア検診や在宅医療の推進を通して、入院患者

の受診を減らすために、民間の保険者が医療

提供者ネットワークを構築しています。日本の

病院は効率を改善するために統合されており、

ブラジルは保険者と医療提供者の両方による

買収が行われています。インドの最近の統合

の動きは今後も続くと予想されており、大きな

病院チェーンが様々な規模の資産を獲得して

います。

統合を選択するか、あるいは独立を維持する

かにかかわらず、多くの病院と医療システム

は、業務と財務のパフォーマンスの改善に取り

組んでおり、新しい収益創出の機会を模索して

います。例えば、人口動態の変化、経済発展と

消費者収入の上昇、政府の有利な規制、およ

び未発達な公衆衛生ケアインフラは、特に発展

途上国において、民間病院および消費型保健

サービスの成長機会を示しています。

中国の民間病院部門がその傾向の代表です。

政府の支援政策と民間設備投資により強化さ

れた中国の民間病院数は、2018年には

20,977病院に達し、病院全体の63.5％を占

め、2017年以降は約2,000病院が加わりました
*54。これらの病院は、婦人科、泌尿器科、歯

科、整形外科、眼科などの高採算分野に加え、

美容医療、生殖補助医療、ハイエンドの出産

前・出産後ケア、リハビリテーションサービスな

どの消費型健康サービスが含まれます。
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メディカルツーリズムは、中国、特に海南省、な

らびにタイ、シンガポール、および他の東南ア

ジア（SEA）国で拡大しており、今後10年間の

年平均成長率（CAGR）は29％と推定されてい

ます*55。外国人患者からの需要の増大に対応

するため、多くの民間病院が医療施設の拡大

に投資する計画を立てています。中国政府は、

業界を成長させるためのより広範な取り組みの

中で、2013年に海南国際医療ツーリズムパイ

ロットゾーンスキームを立ち上げ、2018年と

2019年にいくつかの支援政策を発表しました。

この地域では、がんや心臓血管疾患の治療や

リハビリテーション、生殖補助技術、最先端技

術と中国の伝統医学を活用した健康・ウェル

ビーイングプログラム、化粧品サービス、リト

リート（転地療養法）観光など、最先端の保健

医療サービスの提供に焦点を当てています
*56。

注意事項：民間病院部門の急速な成長は新た

な収入機会を生み出す一方で、それは患者の

安全リスクを伴う可能性があります。これに対

応して、一部の政府はこの部門の規制当局の

監督を強化する必要があるかもしれません。

ヘルスケア業界における非伝統的なプレー

ヤーの参入は、収入を伸ばすための既存の取

り組みを支持する可能性と抑制する可能性の

両方があります。デジタル大手企業とデジタル

による革新的なビジネスに取り組む企業は、大

きな顧客基盤とクラウド・プラットフォームを利用

しており、ヘルスケアに関する取引を実行する

ためのより簡単で、より使いやすい方法がある

ことを実証しています。それに応じて、業界の人

たちは、デジタルフロントドアに対して今までと

異なる考え方をしています。つまり、多くの人々

は、意思決定者である消費者の周囲に機能を

構築し始め、事業モデルを再形成し、市場の革

新的なビジネスに取り組む企業と提携して、切

れ目のない、摩擦のないデジタル・ヘルスケア

の経験を作り始めているのです。

革新的なビジネスに取り組む企業はまた、国内

市場に役立つ新しいタイプの官民パートナー

シップの機会を生み出しており、しばしば他国

にサービスやプラットフォームを輸出していま

す。

 インドでは、政府政策シンクタンクである

NITI Aayogが、2018年にPPPガイドライン

を立ち上げ、民間組織が政府病院と提携し

て腫瘍学、心臓病学、その他のNCD関連

ケアを提供できる様々なモデルを概説しま

した*57。政府は、主にPPPモデルを通し

て、今後4～5年間に75の医科大学を新設

することに取り組んでいます。これは、5年

前に始まった82の医科大学の創設に追加

されます*58。同国の医療関係者の多くは、

PPPの探索に関心を示してきました。例え

ば、HealthMap Diagnostics Private 

Limited (HDPL)は、5億人を超えるインド人

にサービスを提供する国立病院と提携する

ことで、インドにおける手ごろな価格での画

像診断サービスの不足に対処しています
*59。

 PPPは、SEA諸国を横断して、公衆衛生シ

ステムに対する財政的および物流的な圧

力を緩和することに役立っており、公衆衛

生システムは、医療へのアクセスのしやす

さ、効率性、質を高めるために設計された

インフラ改善と革新的な技術ソリューション

を通して、ヘルスケアシステムの対処能力

を拡大させています*60。

 カナダのDigital Technology 

Supercluster(ブリティッシュコロンビア州を

拠点とします）は、企業、非営利事業体、教

育機関の集合体であり、連邦政府のスー

パークラスター・イニシアティブから9億

5,000万米ドルの資金を共有する5つの事

業体のひとつです*61。Digital Technology 

Superclusterは、高度なデータ収集、分

析、および視覚化を利用して、医療、天然

資源、および産業アプリケーションを構築し

ています*62。

最後に、規制の状況を変化させることは、財

政・運営のパフォーマンスを改善するための医

療システムの取り組みに大きな影響を及ぼす

可能性があります。例えば、医療保険コストを

削減するために、中国の国家評議会は2019年

に「国家医薬品中央調達機構パイロット・ス

キーム」を発表しました*63。政府は11都市で

VBP (Vule-based Purchasing)を試験的に実

施しており、全国的に拡大する計画です*64。現

在、この診療は25種類の薬剤をカバーしていま

すが、その数はGeneric Quality Consistency 

Evaluation (GQCE)に合格したジェネリック医

薬品をすべて含むようになる可能性が高いと考

えられます。ドイツのMDK法は、病院の請求書

の管理が強化され*65、

Pflegestörkungsgesetzの政策は、特定の支

出カテゴリーに関して償還及び費用増加を変化

させます*66。インドの臨床設立法は、すべての

病院／診療所が提供するサービスに対する料

金を定め、救急サービスに対する強制治療を

義務づけています*67。多くの州がこの法律を採

用しようとしていますが、未だ実施されておら

ず、民間企業等からの反対に直面しています
*68。
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ケアモデルの革新

この傾向を促進しているのは何か

より積極的、予防的、ウェルビーイングに焦点

を当てるように医療の伝統的なブレーク・フィッ

クスモデルにかかっている圧力はは、より大き

な消費者（患者）の関与とエンパワーメントの向

上に向けた態度と行動の変化など、複数方面

から生じています。もはや消費者（患者）は医療

プロセスにおける受動的な参加者ではなく、ヘ

ルスケアにおいても他分野のサービスで得られ

るような、透明性、利便性、アクセス、個別化さ

れた製品やサービスを求めています。

健康の目標、ライフステージ、ライフスタイルに

合わせた健康情報やデジタルツールを可視化

し制御することで、消費者自身とその家族の健

康とウェルビーイングを積極的に管理している

人が増えています。今日のヘルスケア・エコシ

ステムに関する消費者の経験のどの要素が、

彼らにとって最も重要でしょうか。

Deloitte2016U.S.Consumer Priorities in 

Health Care Survey*69では、この質問に対す

る回答を見出すことを試みました。得られた回

答は次の通りです。

 消費者は、個別化された医療経験を得るた

めに、自分を知ってもらい、理解してもらえ

ることを望んでいます。

 消費者は驚くことのない手ごろな価格のケ

アを望んでいます。これにより、ヘルスケア

適応範囲とケアの選択肢が広がります。

 消費者は、いつ、どこで、どれくらい自分に

合ったケアを受けられるかを考えています。

利便性は消費者の行動を左右します。

 消費者はケアの管理に役立つツールを探

しています。デジタルツールはこれに当たり

ますが、よりインパクトを与えるために使い

やすく、よりアクセスしやすくする必要があ

ります*70。

Deloitte's Survey of Global Health Care 

Consumersの2019年の調査70では、若干の

相違はあるものの、8カ国（オーストラリア、カナ

ダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、シンガポー

ル、英国、米国）の多くの消費者が、新たな方

法で健康システムに関心を持っていることが明

らかになりました。

 消費者は、「消費者」の成熟度は異なるか

もしれませんが基本的に類似しています。

 消費者は、主治医と個人情報および健康

情報を喜んで共有します。信頼は極めて重

要です。

 ほとんどの消費者は自分自身の健康記録

を所有すべきだと考えています。

 消費者は健康を維持するツールにアクセス

します（そして使用します）。

 消費者はもはや受動的ではなく、透明性、

利便性、アクセスを要求します。また、医師

に同意せず、個別化した運動や栄養など過

去よりも予防行動に取り組んでいます。

 消費者はテクノロジーを使用し健康を管理

します。テクノロジーを使わない人たちも興

味を持っており、適切なツールがまだ構築

されていないことを示唆しています。

 消費者はどの国でも同様の問題点を抱え

ていますが、調査した国での課題の深刻度

は様々です。

この傾向は今後の1年間にどう影響するか

2020年には、ケアモデルの革新が数多くの形

で現れることを期待しています。新しく進化しつ

つあるケアモデルは、消費者のアクセスを容易

にする技術、早期診断の改善、および関与を動

機づける行動経済学の応用を助け、より予防と

ウェルビーイングに焦点を当てており、治療に

はあまり焦点を当てていません。例えば、ある

種のモデルでは、健康上の成果をもたらす基

礎的な社会的・経済的条件に重点が置かれて

います。病気を治療しても、それが引き起こさ

れたかもしれない社会的・状況的要因（例え

ば、栄養価の高い食物への入手制限、運動不

足、安全または不安定な生活条件、空気の質

の低下など）には対処できないことが多くありま

す。公衆衛生レベルを改善するには、健康シス

テムに対処し、早期診断を可能にし、治療への

反応をモニタリングする新たな技術への戦略や

投資を行うために、医療システム、健康プラン、

非営利の保健組織、政府が影響力のある方法

で一体になることが必要であると思われます
*71。

特に、利害関係者は、ニーズを特定し、投資が

最も影響を与える可能性のある場所を特定す

るために、相互に協力する機会を探すべきで

す。例えば、現在ある地域で患者をめぐって競

争している医療システムは、地域社会のメン

バーを健康に保ち、病院から退院させるために

協力する方法を見つけることができるかもしれ

ません。病院のリーダーは、物理的に施設専有

面積を拡大するのではなく、バーチャルケア技

術または既存施設に多く投資するかもしれませ

ん。保健医療計画のリーダーは、医療提供者

のネットワークではなく、健康とウェルビーイン

グに重点を置いた新しい報道モデルを開発す

ることを決定するかもしれません。一部の健康

プランは、社会的ニーズを満たすために地域組

織を構築することがあります。これらの協調的

アプローチは、意義のある持続可能な変化を推

進するのに役立つ可能性があります*72。
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オランダの医療システム関係者は、「適切な場

所での適切なケア」を提供するために協力して

います。大学病院は主に複雑な症例を治療し、

それ以外の患者は、各施設の選択したサービ

スのポートフォリオと患者のタイプに応じて、トッ

プ臨床病院、地域／基礎病院、単独診療科の

治療センター（整形外科、眼科など）に割り当て

られます。また、病院は、高齢患者を病床から

長期療養システムに移したり、慢性患者をプラ

イマリ・ケアと在宅ケアに向けたりするなど、他

の医療関係機関とも連携しています。同国の主

要な4つの医療保険会社も同様に役割を果たし

ており、不必要なケアや診療行為のばらつきを

減少させることを目的としたイニシアチブや、価

値に基づいた償還要素を伴う長期病院契約を

結んでいます。

もう1つの例として、コロラド州デンバーを含む

米国のいくつかの都市のヘルスシステムは、病

院が「病院で立ち往生している」患者が住む家

を見つけるのを助けるために、住宅に寄付金を

配分することを奨励するとした、最近の連邦政

策の変更を利用しています*73。Denver Health

はデンバー住宅局と提携し、病院敷地内にある

閉鎖された10階建ての建物を、住所不定者が

病院外へ移行できる支援とするために、約15

の特定アパートとし、手ごろな価格の高齢者住

宅に変更しています。（完成は2021年に予定さ

れています。）Denver Healthは、移行住宅の

住宅費を支払い、患者の身体的・行動的健康

ニーズを支援するケースマネージャーを提供し

ます。住宅当局が雇用するコーディネーターが、

移行対象者である入居者が永久住宅を見つけ

るのを手助けします。Denver Healthは、ほとん

どの移行期の患者が90日以内に移行できると

期待しています。移行期病棟の候補者が平均

73日間入院すると、Denver Healthに20万米ド

ル近くの費用がかかります。それに対して、患

者を1年間収容することは1万米ドルの費用で

賄え、健康や社会的な利益に加えて、このプロ

グラムに対して強力な財政的インセンティブが

見積もられています*74。

典型的な時間的制約を考慮すると、明確な投

資リターン（ROI）がない場合、健康の要因に対

処するための投資を確保することは困難です。

疾患に特化したリスクのあるメンバーに対する

対応策を確保するなどといった、より的を絞っ

た取り組みと比較すると、健康促進要因に投資

することは、投資のリターンを上げる点におい

て長い時間がかかる可能性があります。しかし、

予防とウェルビーイングの維持に向けて財政的

インセンティブが急速に移行しつつある価値に

基づくシステムでは、すべての利害関係者が健

康の促進要因に投資することが臨床的にも財

政的にも必須です*75。

アクセス、キャパシティー、能力、経済的負担

（ACCA）の不平等という課題を解決する革新

的なケアモデルは、予防とウェルビーイングへ

のヘルスケアの道のりを進めるために重要で

す。医療システムは、ケアへのより早期かつ容

易なアクセスを提供するために、様々なアプ

ローチを採用しています。すでに肯定的な結果

を示している一つのモデルでは、医療サービス

をコミュニティに移しつつあります。病院は伝統

的にヘルスケアの中心を担ってきました。しか

し、医療システムが病院から、より急性度の低

い外来環境、すなわち外来ケアセンター、小規

模クリニック、地域の保健センター、さらには

人々の家庭へと特定の入院処置を移行させる

につれて、医療システムも移行しつつあります。

オーストラリアのビクトリア政府は、

HealthLinksプログラムを開発しました。

HealthLinksの目的は、柔軟な資金提供により、

同等もしくはより低コストで、慢性疾患患者のた

めのより良い経験と結果を提供する急性期入

院医療への代替モデルを開発し、実行するヘ

ルスサービスを可能にできるかどうかを決定す

ることです。定期的な来院患者のための資金

は、政府が活動すなわち訪問回数に基づいて

提供しています。HealthLinksは、病院関係者

がこの資金を収益化し、病院に行くのではなく

自宅やコミュニティで生活するために、これらの

「定期的な来院患者」を支える他の介入に利用

することを可能にします。

例えば、Western HealthLinksは、メルボルン

の西部地域にサービスを提供するシステムで

あるWestern Healthと、オーストラリア全域に

コミュニティの健康と高齢者ケアサービスを提

供する非営利組織であるSilver Chainとのパー

トナーシップです。プログラムの重要な特徴は、

Priority Response Assesment（PRA）と呼ば

れ、看護師による電話の初期臨床評価（患者

による救急外来受診に対抗したシステム）を行

い、初期の電話から4時間以内（午前7時～午

後11時で毎日利用可能）にさらなる評価と介入

を行います。

オンコールの一般開業医（GP）がWestern 

HealthLinksの治療チームと相談し、定期的に

患者のGPにその評価を知らせます。2018年、

Western HealthLinksは3，000人以上の患者

を活性化しました。PRAを必要とした患者の

86％は在宅を維持していました。

Western HealthLinksで最も話題になっている

課題は、病院受診を避けるために必要な介入

の75％が非健康関連であるということです。こ

れらは、典型的な「健康の社会決定要因」であ

り、社会的ケア支援、孤立を回避する手段、住

居などの領域に関連する要因です。これらの社

会決定要因の重要性は、米国における研究や

その他のイニシアチブによって強調されていま

す*76。
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CVS Healthは、消費者のケアへのアクセスを拡大するために、身体的経験とデジタル経験をつなぎたいと考えています。CVS Health

（2018年に健康保険会社Aetnaと合併）は、「新製品カテゴリー、デジタルツール、ヘルス需要に応じた売店、信頼できるアドバイス、個別

化ケア」などのヘルスサービス専用のストアスペースを20％以上持つHealthHUBを1,500店リニューアルし、また、バーチャルドドクターの

訪問、AI機能付きチャットボットの利用、接続した機器を介した医師への健康データの送信など、技術基盤に多大な投資を行っています
*77。

医療費が増加し続ける中、日本の医療制度

は、入院医療から地域・在宅医療へと移行しつ

つあります。日本は、2025年までに、医療や日

常的な支援が必要な場合でも、地域で普段の

生活習慣を維持できる地域包括ケアシステム

の開発を加速させることを目指しています。こ

れらのケアシステムの開発は、国民の認知症

の有病率が上昇していることを考えると、極め

て重要であるとみなされています。認知症患者

の早期発見、介入、ケアに役立つ新しい技術

が検証され、採用されつつあります。これらの

技術には、疾患の進行を理解するためのパ

ターン分析と、介護者/家族のためのAIに基づく

警告/コミュニケーションシステムが含まれま

す。

この傾向は、インド（ReMiNDプロジェクト）*78お

よびチリ（AccuHealth）でも明らかです。この地

域では、基本的なmHealthアプリケーションに

より、コミュニティの保健医療従事者の成績が

向上し、インドの地方コミュニティにおける妊産

婦・乳幼児ヘルスアウトカムの大幅な改善に寄

与しています。また、チリでは、遠隔モニタリン

グ、人工知能（AI）、行動誘導、栄養的・心理的

支援を組み合わせることで、慢性疾患患者の

QOLが改善されています*79。インドでも、

ReMeDi (Remote Medical Diagnostics)*80、

Karma Healthcare*81などの企業は、eDoctor

訪問や直接介入などの技術を組み合わせ、地

方や都市郊外の患者に役立てています。

ドイツの保健省は、最近ベルリンでHealth 

Innovation Hub (HIH)を立ち上げました。これ

は、患者のケアを改善するためのデジタルヘル

スソリューションの「アイデアファクトリー」と表現

されています。HIHは、デジタル・ヘルス業界を

活性化させるための法的・経済的枠組みを確

立することにより、病院外でのケア拡大を支援

することを目的としています*82。タイでは、遠隔

診療、在宅検査、薬の宅配、糖尿病関連眼疾

患スクリーニング用AI主導プログラムのアプリ

を導入しています*83。

患者がより関与し、情報を与えられ、医療に関

する意思決定を行い、より良い、より迅速かつ

リアルタイムな医療へのアクセスを要求するよ

うになるにつれて、デジタル技術を利用した

バーチャルヘルス（デジタル・通信技術を介して

医療を提供する方法）は、消費者のニーズを満

たす上で重要な役割を果たす可能性が高いと

考えられます（「スポットライト：バーチャルヘル

ス」を参照）。バーチャルヘルスは、病気に対応

するのではなく、患者の生活の中や周囲で、い

つ、どこで、どのようにケアが必要で、望まれて

いるかという点に合わせて提供するために機能

します。現在、多くの国の医療システムは、コス

ト削減の可能性を持つ代替供給モデルとして

バーチャルヘルスを探求しています。

デジタル技術は、時間と距離を埋め、消費者を

教育し、エンパワーメントし、介護者と患者の関

係を強化する能力があるため、医療システムの

革新的なケアモデルの中で顕著に特徴づけら

れます。しかし、これらはイノベーションの方程

式の一部にすぎません。将来に焦点を絞った

ケアモデルは、人、プロセス、技術を活用して、

進化する個人や集団の健康ニーズに取り組む

でしょう。

スポットライト：IN-STORE HEALTHHUBS

バーチャルヘルスが、次世代の患者に焦点を当てた、デジタル化された医療提供モデルの中心となるのは、疑いようがありません。し

かし、問題はそれが「いつか」ということです。

バーチャルヘルスは、遠隔で医療サービスを提供し、ウェルビーイングを支援するために、臨床医と患者（および他の臨床医および利害

関係者）をつなぐために、遠隔通信およびネットワーク化された技術を使用します。バーチャルヘルスは、互いに情報を提供し、個別化

し、加速し、相互にケアするキャパシティーを高める能力を持っているようです。ビデオ訪問や遠隔会議の予約を可能にすることとは別

に、バーチャルヘルスは患者集団のニーズ、医療組織の対応能力および資源の利用可能性に基づいた、直接のケア提供の補完物とし

て、または代替物として機能することができます*84。その主な目標は、重要なヘルスサービスへの患者と医師のアクセスの拡大、臨床

結果の改善、患者との関わりの増加、ケアの調整強化、コストの削減、および継続的なケア全体の効率を改善することです（図 5）。

スポットライト：VIRTUAL HEALTH
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図 5：バーチャルヘルスは、利害関係者が関連データに容易にアクセスし、ケアの質を改善し、価値を提供するのに役立ちます

生活中心のバーチャルヘルスプログラムを計画・構築する際、組織リーダーは「第一に戦略、第二に技術」を考慮すべきです。重要な第

一段階は、短期的な目標に対処しつつ、将来の拡張性を可能にする投資を確実にする企業全体のバーチャルヘルス戦略を定義するこ

とです。そして、技術を考える際には、患者とのかかわり、経済的負担、デジタル変革や医療の手技への潜在的な影響について考える

ことが必須です。

医療機関にとって、個人レベルおよび組織レベルでバーチャルヘルスを約束することは、適切な時期に、適切な場所で、つながりのある

方法で正しいケアを提供する機会を増加させる可能性があります。最適なプログラムは各組織の特定の目標に依存する一方で、最初

から戦略的であることは、その選択された最適なプログラムが将来への継続的な道のりに沿って臨床医と患者との間の治療的な提携

を強化・促進に向けた医療機関全体のアプローチを支援するのを確実にするのに役立つ可能性があります。
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臨床結果の向上
患者との関わりの

増加
患者および医師
のアクセス拡大

コスト削減と効率
改善

ケア連携の促進

同期的なケアによる、患者の医

療機関へのアクセス容易性の

向上

医師同士のコミュニケーション
による情報共有を通した患者
ケアの向上

慢性疾患管理による、慢性
疾患患者のモニタリングおよ
びアラートの改善

遠隔医療による疾患モニタリ
ング（例：eICU、遠隔精神医
療、遠隔脳卒中治療）

バーチャルソーシャルワーク
による、十分なサービスを受
けていない集団へのコミュニ
ケーションとケアの向上

遠隔患者モニタリングによる、
患者の健康と治療に対する
医療関係者の理解の促進

ケアマネージメントによる、治
療計画に対する患者の理解
と参加の向上

患者順守による服薬順守、
健康情報追跡および患者情
報開示

ケア連携による保険者と医
療機関の関係の向上
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デジタル変換と相互運用性

この傾向を促進しているのは何か

デジタル・トランスフォーメーションには、デジタ

ル・ヘルス・ソリューションのこれまでにない進

歩、「常時オン」データ、オープン、セキュアプ

ラットフォームを駆使することによって、新しい

ケア提供モデルの基盤を築く上で主要な役割

を果たすこと、予測的、予防的、個別化された

未来を形成すること、業界関係者間の緊密な

連携を促進すること、安価で、より正確で、侵襲

性の少ない治療法や療法を推進することが期

待されています*85。（サイドバー「現在および新

たに出現しているイノベーションの例」を参照）
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現在および新たに出現しているイノベーションの例


クラウドコンピューティングソリューション：自社運営型の情報システム運用形態（従来の方法）よりも柔軟性と移動性を高め、医療

従事者が以前は時間を要していた作業を合理化し、より豊富な機能を備えたアプリケーションへのアクセスを可能にし、単独で働

く医師やチームに新たな瞬時コミュニケーションの方法を提供します*86。


第5世代（5G）技術：医療業界の完全なデジタル環境への急速な移行において、超信頼性、低潜伏性、大量のデータ通信をサポー

トするために設計されました*87。


根本的な相互運用性とオープンプラットフォーム：医療の質と効率を改善するために医療提供者と保険会社が互いにデータを共

有することを奨励し、患者が情報に基づいた意思決定を行えるようにすることで、医療情報をより利用しやすくします*88（サイド

バー「規制遵守は根本的な相互運用性の玄関口か？」を参照）。


人工知能（AI）：診断精度と治療効果を高めるために、記憶や経験を補います。


自然言語処理（NLP）：話したり書いたりする文章を通して詳細で正確な診療記録を生成します。また、クラウドソーシングと仮想技

術によって非同期で地理的に分散した入力も可能です。


ビッグデータ分析：大量の構造化されていないデータセットを調べて患者のパターンや相関を明らかにできます。また、データの可

視化によって、戦略や意思決定の原動力となる所見を確実にするために、最も効率的で効果的な方法でデータを提示することが

できます。すでに、コンピュータアルゴリズムは、臨床医よりも一連のデジタル画像をより正確に解釈できます*89。


プラットフォームとしてのデータ（DaaP）：患者データから洞察を抽出することで、多くの機会領域をサポートすることができます。

（「スポットライト：DaaPによるデータ管理からさらに多くを得る」を参照）。


ロボット：医師がより精度と柔軟性をもって複雑な処置を行うことを助けることができます。拡張現実によって外科医が情報を集め

るため、患者から目を離さずに済むようにデジタル画像とデータに容易にアクセスできます。


センサー：患者の健康状態をモニタリングし、治療勧告を決定するためのアルゴリズムを開発する、着用可能なものです。機械学

習によって異常を認識し、バイアスなしに止めるのを助けます。また、3－Dホログラムで、ケアの提供をより包括的に患者に近づ

け、より包括的に提供します。


企業向けアプリケーション：企業全体での作業連携と調整を容易にするために、企業の業務のすべての段階を実行するコン

ピュータシステムを統合するように設計されています。AIとロボットプロセス自動化（RPA）によって、将来志向の決定を支援するた

めのデータと情報を整理することができます。
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ブロックチェーンシステム：ライフサイエンスおよびヘルスケア組織がサプライチェーンにおける医療製品のモニタリングおよび追跡

を支援するために、取引のデジタル記録を使用します。これによって、臨床試験により生成されたデータの共有、患者および/また

はEMR使用者、その他複数の医療システム、薬局および健康計画からの取引の統合、保険請求審査の合理化が可能です*90。


学習プラットフォーム：医学生間の柔軟かつ双方向の学習を奨励し、教育者が目標を定めた研修を推進できるようにします。また

グループワーク支援ツールは、研究および学術能力における効率的な情報共有、チームワーク、およびデータ管理を推進するこ

とができます*91。


Internet of Medical Things (IoMT)：医療機器、ソフトウェアアプリケーションおよび医療システムとサービスの接続インフラです。

IoMTによって、患者（患者、介護者、および臨床医）、データ（患者またはパフォーマンスデータ）、プロセス（ケア提供および患者サ

ポート）、ならびにサポートツール（センサー、接続された医療機器）をひとまとめにし、患者の健康状態をより効率よく提供すること

ができます*92。

規制遵守は根本的な相互運用性への玄関口か？

新しい支払モデル、TEFCA (Trusted Exchange Framework and Common Agreement)、CMS (U.S.Centers for Medicare & Medicaid 

Services)およびONC (National Coordinator for Health Information Technology)のオフィスからのルール提案および透明性に関する最

近の執行命令等といった手段によって、米国のヘルスケア部門を広範な相互運用性に向けて推進する計画を立てています*93。

デロイトは最近、米国におけるヘルスケア計画やヘルスシステムを担う技術リーダーを対象に、CMSおよびONCが提案したルールに対

する、彼らの態度および優先順位を測定する調査をしました。ヘルスシステムを担う技術リーダーの43％とヘルスケア計画の技術リー

ダーの63％は、提案されたルールの遵守要件をより広範な戦略的相互運用性イニシアティブの基礎として使用することを計画している

と回答しました。また、販売会社と連携しながらも独自のアプリケーション・プログラミング・インターフェイス（APIｓ）を構築することで、コン

プライアンスを超えたソリューション構築を計画しているとの報告も多くみられました*94。

相互運用性への戦略的アプローチを開発し実施する組織は、将来のヘルス分野の中で見識が得られ、経済的手ごろさ、消費者の関わ

りにおいて競合優位性を有する可能性が高いと考えられます*95。
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医療機関は、データ管理アプローチの転換を目の当たりにしています。運用上の必要性でデータセットを保存する代わりに、多くの医療

機関は、集団健康管理や価値に基づくケアを含むようなチャンス領域を支援し、マネタイズできるという見識を抽出することに焦点を当

てています（図6）。

スポットライト：DaaPによるデータ管理からさらに多くを得る

出所：Agency for Healthcare Research and Quality, “Data sources for health care quality measures,” accessed June 24, 2019; Jennifer Bresnick, “Identifying 

big data sources for population health management,” Health IT Analytics, January 2, 2018; Commvault, “Building a healthcare data management 

platform,” accessed June 24, 2019; Redhat, “The open dataplatform—improving healthcare with analytics,” accessed June 24, 2019.

ｖ

ヘルスケアデータソース

図6：疾患傾向の特定のための患者データ利用が増加するにつれてDaaP（Data as a Platform）の勢いは増し、

新医薬品への道が切り開かれると予想されています

データの主要顧客 DaaPのための機会

医療関係機関
医療関係機関はEHRおよびEMRプラットフォー
ムで患者データを処理。金融取引やその他情報
もこのプラットフォームで処理する。

クリニック・臨床検査所
民間クリニックおよび臨床検査所は、EHR・
EMRソフトウェアで患者の処方箋、検査記録お
よびその他の情報を処理する。

保険者
保険者は患者からの保険請求や請求データ等、
膨大なデータセットを処理する。

患者
患者データは検索履歴を通してデバイスで生成
され、非構造化データに貢献する。

医療技術会社
医療技術会社はIoT機器を使用し、外部ソース、
病院、その他ソースより患者情報を収集する。

技術提供会社
マイクロソフトやグーグル、アップル、アマゾン等
の企業はデータの記憶・処理・分析プラット
フォームを提供する。

政府
政府は人口統計、ヘルスケア支出、疾患動向等
の指標に関する大量のデータセットを作成する。

• 製薬会社
• 医療技術会社
• 保険会社
• IT企業
• 病院
• 公衆衛生機関

技術パートナー
• アナリティクスプロバイ
ダ

• クラウドストレージおよ
びクラウドインフラプロ
バイダ
‒ 主要技術：AIやブ
ロックチェーン等

• 集団健康管理

• 価値ベースのケア

• 医療資源の不正、浪費
および悪用を軽減

• 高精度医療およびバイ
オインフォマティクス

• リアルタイムの患者モニ
タリング

• 新規医薬品・サービスの
開発

• 製薬会社
• 医療技術会社
• 保険会社
• IT企業
• 病院
• 公衆衛生機関

技術パートナー
• アナリティクスプロバイ
ダ

• クラウドストレージおよ
びクラウドインフラプロ
バイダ
‒ 主要技術：AIやブ
ロックチェーン等
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医療関係機関は、患者ケアを進歩させるため

に、次々と現れる新しい技術を利用しています。

インド政府は、包括的かつ全体的な方法で統

合されたデジタルサービスへ移行するために、

National Digital Health Blueprint (NDHB)を

開発しました*96。その詳細な計画の主要な特

徴は以下のものを含みます。建築的構成要素

の5層システム、ヘルス特有のID  (UHID)、プラ

イバシーの管理、全国的に携帯できること、電

子医療記録（EHR）、応用可能な標準化と規制、

健康分析、複数のアクセスチャネル（コールセ

ンター、Digital Health Indiaポータル、

MyHealth Appなど）です*97。ブラジルは、病院

サービスの過剰な使用による不正や無駄と闘

うために、健康分析、コンプライアンス手順、電

子カルテ、医療セカンドオピニオンを使用してい

ます。インドネシアの新興企業は、急速に成長

しているインターネット使用者およびスマート

フォン使用者を対象に、デジタル化された医療

を提供しています*98。

個別の技術を実施したり、より広範なデジタル・

トランスフォーメーションを実施するためには、

医療機関は以下のような技術面・ビジネス面の

両方の課題を克服する必要があると思われま

す。

 古くからのプラットフォームと基盤概念：維

持するのにコストがかかり、成長とイノベー

ションを阻害します。

 緊密に結合した遺産的なシステム：システ

ムの修正または拡張を極めて複雑にし、問

題を起こしやすいと考えられます。

 新技術のコストと複雑さ：即時的な価値と長

期的な価値を慎重に検討する必要がありま

す。

 絶えず進化する事業ニーズやシナリオ：ミ

スを起こしやすいプロセス、データの不正確

さ、費用のかかる手作業の回避策や介入を

もたらす傾向があります。

 技術を使用することの利点を臨床スタッフと

事業スタッフに納得させ、訓練を実施するこ

と：時間と費用がかかる可能性があります。

新技術の安全性や安全性に対する懸念にも対

処する必要があります。サイバーセキュリティ

は、サイバー攻撃の絶え間ない進化を考えると、

公的および民間の医療機関にとって依然として

大きな課題です。医療機関を標的とする最も頻

度の高いサイバー攻撃タイプは、ランサムウェ

ア攻撃、分散型サービス拒否攻撃（DDoS）、ス

パムメールおよびフィッシング、データ侵害です
*99。懸念される要因としては、医療機関全体で

統一されたセキュリティ基準がないこと、

Internet of Things (IoT)、モバイルヘルスアプ

リ、クラウドの使用から生じるリスク*100、職場

で従業員が個人機器を使用することなどが挙

げられます。

サイバー犯罪者は、電子カルテの利用価値
*101と社会保障番号、金銭取引、保険記録、そ

の他の機密データなどの個人識別可能な情報

（PII）のために医療機関を攻撃します。バー

チャルヘルスケアの能力と普及が進むにつれ

て組織はリスクを特定し、それらを水際に留め

るためのセキュリティツールとサービスへの投

資を続ける必要があると思われます。取り組む

5つの重要な分野には、医療機器とウェアラブ

ルセキュリティ、個人認証管理と外部機器認証、

遠隔医療セキュリティのモニタリングと行動分

析、Development Security Operations

（DevSecOps）、遠隔医療セキュリティトレーニ

ングと認識が含まれます*102。

医療機関は、進行中の脅威に対応するために

デジタル技術を使用しています。例えば、AIや

予測分析は、脅威となるエージェントやデータ

漏洩パターンを特定し、適切な対抗措置をとる

ことを可能にしています。主要なクラウドソ

リューション販売事業者は、電子医療記録シス

テム販売事業者と協力し、データシステムを統

合し、より安全なクラウドプラットフォームに移

行しています。ブロックチェーンは、デジタル識

別管理、財政記録および保険記録、サプライ

チェーン管理、臨床研究およびデータアクセス

を確保するために使用されています*103。

20

DevSecOpsとサイバーの必須事項

サイバーセキュリティとサイバーリスクへのアプローチを強化するため前向きに考える医療機関は、セキュリティ、プライバシー、政策、

およびコントロールを、進化したIT提供モデルに組み込んでいます。DevSecOpsは、サイバーおよびリスクマネジメントをコンプライアンス

に基づく活動（通常、開発ライフサイクルの後期に行われる）から、システム設計の形成に役立つ本質的な枠組みづくりのマインドに変

えます。DevSecOpsは、開発においてサイバーセキュリティが「シフト・レフト」（品質を損なうことなくテスト工程を前倒しすることによって

開発全体の時間軸を前倒しするための仕組み）を可能にするため、セキュリティ侵害および関連コストを低減する能力を有しています。

Security-as-CodeおよびCompliance-as-Codeの機能は、これまで以上にガバナンスの自動化を可能にし、組織が要件および規制への

コンプライアンスを向上させるのに役立っています*104。
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この傾向は今後の1年間にどう影響するか

数多くの課題にもかかわらず、ヘルスケアのデ

ジタル変革における先行事例は急増しており、

2020年以降も継続すべきと考えられます。

オーストラリア初の完全統合デジタル病院、

ハーヴェー湾のSt Stephen's Private Hospital

では「自動患者ケアにおけるオーストラリアのベ

ンチマーク」と評されています。患者の健康記

録と結果は、病院全体でタブレットとモバイルデ

バイス上で更新され、アクセス可能であり、個

別化された食事と投薬は電子的に管理され、

担当医はいつでもログインして、患者がリアル

タイムで何をしているかを見ることができます
*105。

カナダのヘルスシステムは、次の電子カルテ

（EHR）の波に多大な投資を行っています。

EHRはデータ価値の改善をもたらし、より良い

臨床的および財政的結果を支えています。イン

ドのある病院はインド人特有の心臓リスクスコ

アを開発するためにAIを使用しており*106、他

の病院はAIと機械学習（ML）の様々な使用例

を探索しています。

2020年に施行されたドイツのDigitale-

Versorgung-Gesetz法では、デジタル化と革新

を通じたより良いケアの提供に焦点が当てられ

ており、構造化された患者データをDaaPの基

盤として部門間で共有するために、健康アプ

リ、EHR、バーチャルケアの改善と進化も含ん

でいます*107。

日本は2017年にビッグデータの医療現場での

使用を合法化し、中央政府はパーソナルヘル

ス記録（PHR）の開発を加速しています。患者

の健康データへのアクセスおよび分析の増加

は、AIに基づく医療支援システムの開発を支援

し、疫学的、臨床的、および市場研究を助ける

ことが期待されます*108。

中国の中央政府は、国の医療部門内で「イン

ターネットプラス」のコンセプトを推進していま

す。三次病院のほぼ100％、一次・二次病院の

約80％が医療情報システムを持っており、診断

群別分類（DRG）支払いや薬剤効率/適応拡大

など、政府の複数の保健医療改革政策のため

のリアルワールドデータを作成しています。ま

た、この取り組み過程で、異なるEMRシステム

間の相互運用性が可能なりつつあります*109。

多くの医療機関は、デジタル化の進展に向けて

独自の道筋に沿って進んでいます。複雑性と予

測不可能性は普遍的である一方で、ヘルスケ

アは次のような明確かつ恒常的な使命を持っ

ています。どこでも人々のQOLを向上させる

サービスと支援を提供し、資金を供給すること

です。技術、科学、ビジネスの交点から生まれ

た機会を特定し、利用するための体系的なアプ

ローチを開発することは、デジタル変革を謎解

き、具体的で達成可能かつ測定可能なものに

するための不可欠な第一歩です*110。
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これからの働き方

この傾向を促進しているのは何か

革新的な技術、キャリアモデル、創造的な職場

を通して医療従事者を変革することは、ますま

す重要性を増しています。すでに、進化するケ

アモデルは、伝統的なヘルスケアとの境界をぼ

やけさせ、非伝統的プレーヤーへのドアを開

け、ケアを提供しウェルビーイングを維持すると

いう古典的な「やるべき仕事」に対処する新た

な方法を生み出しています*111。加えて、高齢

化と熟練臨床医の不足は、人材の供給、雇

用、訓練および専門技能を有する労働者の維

持の重要性を増加させています。

しかし、それは言うはやすしです。熟練した専

門家の需要と供給ギャップの拡大は、公的およ

び民間のヘルスシステムに対する喫緊の課題

を生み出しています。例えば、インドは、その人

口の71％が居住している小さな町および農村

地域では、熟練した医療専門家が不足している

と報告しています*112。低所得の問題はフィリピ

ンの医療従事者の海外移住を促し、労働者不

足を生んでいます。ドイツでは、2030年までに

130万人の医療従事者の不足が予想されてい

ます*113。英国では、一般開業医（GP）、A＆E

部門、地区および地域の保健師、メンタルヘル

ス専門家を含む主要なスタッフグループの減少

が見られています。英国の人材問題には、英

国のEU脱退（Brexit）の懸念がさらに追い打ち

をかけています。

迅速かつ思慮深く取り組まなければ、この人材

不足は、様々なところで長期的で有害な結果を

もたらす可能性があります。例えば、入院/外来

ケア、高齢者ケア、在宅医療および遠隔医療

サービス、人事および支払処理を含む事業者

機能；財政および収入サイクル管理、顧客サー

ビスおよび関係管理、人材募集および人材管

理、処方箋管理およびその報告、ITインフラお

よびその運営といったものが挙げられます。

この状況は、医師と看護師という2つの中心的

な医療専門職の中で特に深刻であると思われ

ます。多くの医師は、燃え尽き症候群を経験

し、生産性が落ち込んでいると感じ、最終的に

は部門から離れてしまうことがあります（図7）。
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図7：燃え尽き症候群および生産性の低下が医師の疲弊の主な要因となっています

出所：The Physicians Foundation, 2018 survey of America's physicians: Practice patterns & perspectives, September 2018; Christine Sinsky

et al., "Allocation of physician time in ambulatory practice: A time and motion study in 4 specialties,” Annals of Internal Medicine 165, 

no. 11 (2016): 753–60; Peter Densen, “Challenges and opportunities facing medical education,” Transactions of the American Clinical 

and Climatological Association 122 (2011): 48.

医師の80％が最大限の稼働また
は超過勤務しています。

医療情報が2倍になる期間は
1950年には50年だったが、2020
年にはたった73日になると予想さ
れており、「最新」についていけな
い状態となっています。

医師の78％が時々、頻繁
にまたは常にバーンアウ
ト感を経験しています。

患者対応1時間毎に、2時間が
書類化に費やされています。
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医師の中には、職場環境に非常に不満を感じ

ているため、早期に退職するか、現場から退く

ことを計画している人もいます。米国の医師を

対象とした2018年の調査によると、回答者の

46％がキャリアパスを変更する予定です*114。

17％が退職中と回答し、12％は直接患者対応

をしなくてもよい職を見つけたいと回答しました
*115。これらの行動は潜在的な問題を悪化させ

る可能性があり、医師の需要は供給を上回り

続けます。米国では、2025年までに124,000人

の医師不足が予測されており、プライマリ・ケア

分野では、最も大きな割合として37％が不足す

ると予測されています*116。

多数のヘルスシステムが、専門技能を有する

看護専門職の雇用および維持に関する問題を

報告しています。米国では、正看護師（RN）の

総離職率は17.2％に上昇しており、正看護師

の採用コストの平均は52,100米ドルです*117。

オランダは、すでに介護部門の問題に取り組ん

でいますが、手術室看護師を含むいくつかの専

門分野で新たな不足を予測しています。英国の

National Health Service (NHS)は、専門技能

を有する臨床専門家、特に看護師の海外移住

をめぐって、英国のEU脱退（Brexit）が課題を

大きくしており、NHSは初めて実質減少するだ

ろうと見込んでいます。ドイツでは、新しい規制

によって異なる医学専門分野に対する敷居を

変化させることや、看護師への診療報酬の変

化が人材に対する競争を刺激しています*118。

これからの働き方は、ヘルスケア分野のリー

ダーたちにとって最重要事項です。ヘルスケア

分野の多くのリーダー達は、改善された労働条

件、代替的な雇用モデル（バーチャル、日雇い/

契約など）、そして費用対効果の高い次世代の

人材モデルを維持できる革新的な技術を用い

ています。例えば、日本の医療制度では、医療

提供に日本の医師免許が必要であるため、医

師不足が大きな問題となっている地域での対

処のために、外国人労働者に頼ることはできま

せん。これに対し、政府は2024年までに医師に

勤務時間の上限を導入するなど、様々な働き

方改革の取り組みを検討しています*119。

2019年1月にドイツで施行された看護職員強化

法（PpSG）は、より良い人員配置と職場条件を

通じて看護師の業務負担を軽減するための支

援プログラムです。患者支援とスタッフ調整の

解決は、適切なスタッフがタイムリーに、要請と

苦情を自動的に追跡しモニタリングでき、看護

師が看護師にとって意味のない患者要求に費

やす時間を短縮します*120。

インドの国家医療委員会（NMC）法2019は、

2019年7月に保健・家族福祉大臣により導入さ

れました。法案は、1956年のインド医療評議会

法を廃止し、医学教育システムを提供すること

で、十分で質の高い医療専門家の安定供給、

医療専門家による最新の医学研究の採択、医

療機関の定期的評価、効果的な苦情救済メカ

ニズムを確保しようとしています*121。

トランスフォーメンション・テクノロジーへの投資

とイニシアチブは、ヘルスケアの内外からもた

らされています*122。AI、自動化、分析の進歩

は意思決定を加速させ、日常的な管理業務を

容易にしたり、排除したりすることで、医療現場

のスタッフが、時間、注意、取り組みを患者に集

中させることができるようになりました。New 

Delhi-based Centre for Advanced Research 

in Imaging, Neurosciences, and Genomics 

(CARING)は、胸部X線を正常または異常とし

て自動分類するための高感度ディープラーニン

グアルゴリズムを開発しましたが、影響を確認

するためにはさらに詳細な臨床試験が必要で

す*123。

労働力に焦点を当てた技術が頻繁に導入され

ている一方で、ヘルスシステムの従業員が最も

効率的で効果的な方法で技術を採用し、利用

できる設備が整っていなければ、完全な臨床的

価値を達成できない可能性があります*124。さ

らに、医療従事者は、デジタル技術がもたらしう

る利益を理解し、患者に伝えることができる必

要があり、また、その技術が必要な規制および

データ保護基準を満たしていると確信している

必要があります*125。

「有能な将来のスタッフの適切なキャリアプラン

の準備と共に、既存の労働力の教育と訓練を

行うことは、技術の進歩をサービス提供の改善

に利用できる能力をスタッフに与えるプログラ

ムの成功の鍵となるでしょう」 ―トポル・

レビュー：デジタル化された未来を届けるため

の医療従事者の準備、 中間報告2018年6月

～エビデンス募集*126

英国のNHSは、労働力開発戦略の重要な構成

要素として、2018年に従業員のデジタル化され

た未来への準備について独立した審査を委託

しました。心臓病学、遺伝学、デジタル医学の

専門家であるDr.Eric Topolが率いる審査委員

会と3つの専門諮問委員会が、同年6月に初回

報告書を発表しました*127。報告書は、デジタ

ル医療（病気、状態または症候群の診断、予

防、モニタリング、および治療に直接影響を及

ぼすデジタル技術および製品）が、医療には不

均衡であるが、すでにプラスの影響を及ぼして

いることを伝えています。それは、遠隔医療、電

話によるトリアージ、ビデオ診療相談、およびス

マートフォンアプリや着用可能なコンピュータ機

器の可能性を強調し、患者と臨床医の関係が

デジタル技術の導入において重要であり、デジ

タル技術を直観的に使用できる必要があること

を強調します。しかし、同報告書では、現在の

NHS労働者の中にも「エビデンスとスキルの

ギャップ」、すなわちヘルスケアにおけるAIの可

能性を運用する能力にはギャップがあり、この

ギャップに対処するにはNHSが教育と訓練の

連携を発展させる必要があることにも言及して

います*128。Topol氏のレビューはNHSに限っ

たものですが、その所見は医療従事者のデジ

タル・リテラシーの改善を目指す他のヘルスシ

ステムへの助言となる可能性があります。
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多くの国は、外国人人材を引き寄せるインセン

ティブを提供したり、医療専門家が遠隔地で働

くよう奨励したりすることによって、労働力不足

を相殺しようとしています。フィリピン政府は、プ

ログラム「Doctors to the Barrios(村）」を策定

し、プログラム参加医師の給与を引き上げるこ

とによって参加を促しています。さらに、フィリピ

ンの高等教育委員会は、公立医学部に在籍す

る学生に対して、卒後数年間フィリピンで働くこ

とを社会的責任条件として、無料で教育を行っ

ています*129。マレーシア政府は、極めて熟練

した外国人人材をマレーシアに呼び込むため

に、5年間にわたり15％の所得税率を平坦にす

るなどのインセンティブを与える「リターニング・

エキスパート・プログラム（REP）」を導入してい

ます*130。

この傾向は今後の1年間にどう影響するか

熟練臨床医が現に不足し、将来も不足がよそく

される中で医療サービスに対する需要が増大

することは、今後より未来にフォーカスするため

に伝統的な人材モデルを再編し、多様化できる

ようヘルスシステへの圧力となり続けるでしょ

う。例えば、看護師の実践者の役割を広げ「拡

大」することは、職務満足度を高める可能性が

あります。また、技術を可能にする、進化しつつ

あるケアモデルが、医療提供、インフラ、および

実現可能性に関して医師の将来の役割を変え

る可能性を示す証拠が増えています。この移行

は、軽くスイッチを押すようなものではないで

しょうが、進化はすでに進行中であり、今後5～

10年間で加速すると予想されます。ただし、変

化のペースはさまざまである可能性が高いと考

えられます。

1つのシナリオでは、将来の8つの医師原型を

想定しています（図9）。（個人は複数の原型の

特徴を示し、そのキャリアの中で、その間を移

動する可能性があります。）これらの新たな原

型の特徴を示す医師の多数の例がすでに存在

します*131。

医師が医療と予防ケアの将来に向けた移行を

することを助けるために、ヘルスシステムは3つ

の方向性を持ったアプローチをとることができ

ます。

1. 医師組織の構築：すべてのケア担当者が免

許の最上位として診療できるようなり、ケア提供

の変化を予期し、燃え尽き因子を減らし、医師

を管理された従業員ではなくケアのパートナー

とします。進化する医療モデルが仕事の性質と

医師の将来の役割をどのように変えているかを

分析します。望ましい将来のケアモデルを特定

し、それが将来の医師の組織構造（機能、役

割）を導くようにします。5～10年ズームアウト

し、その後1～2年ズームインして、将来の願望

が今日行われる意思決定にどのような影響を

及ぼすかを考えます。

2. 医師が主導する意図的な変更管理プロセス

を実行し、それに抵抗するのではなく、変更を

促進する設備を備えます。医療機関は、費用と

公衆衛生に関連する「医学的ビジネス」につい

て医師を教育するとともに、将来の成果に焦点

を当てた患者のケアのために必要な技術を身

につけさせるべきです。さらに、変化を受け入

れ、他の医師の仕事を引き受けることを促すの

に役立つような協力関係とコミュニケーションの

文化を奨励します。最も重要なことは、医師を

実行する責任を負う組織のリーダーとして位置

づけることです。これは、望ましい行動やワーク

フローの取り込みと展開を加速させることに役

立ちます。

3.過去ではなく、将来に基づいて労働力と技術

への賢明な投資を行います。技術は、医師が

介護と治療結果を改善できる可能性がありま

すが、多くの技術導入は一部の医師にとって不

満足なものでした*132。そのため、特定の技術

投資の基準を策定する際には、事業価値に加

えて医師の時間やワークフローを含めます。医

師が自分の役割の変化について自信を感じる

のに役立つトレーニングツールへの投資を検

討します。例えば、バーチャルリアリティ（VR）

技術は、医師のためのその独創的な経験と現

実的なシナリオで、医療訓練のプロセスを近代

化しています。人、プロセス、技術への投資を

始め、継続し続けられる組織は変革への道の

りに備えていなければなりません。
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図8：将来の医師の原型

出所：Randolph L Gordon et al., Shaping the physician of the future: An evolving care model in the health care ecosystem, Deloitte, 2019.

患者

総合ケアマネージャー・ケアインテグレーター：

未来のケアチームの指導者で、患者と集団向けの統合ケアチーム
を率います。

デジタルコンサルタント：
最先端技術により日常のプロセスと手続きを最適化します。
分析コンサルタント：
ケアチームに専門的な洞察を提供します。
プロシージャリスト：

正確さのエキスパートとしての役割を果たし、最高レベルの熟練し
たプロシージャを提供します。

データ＆情報スペシャリスト：

大量のデータを解読・統合・応用し、個人および集団の健康を改
善するエキスパートです。
研究者：

ケア提供者が展開、ケア実現者が促進し、患者により導入される
うる革新的で最先端な治療を開発します。

組織の重役：将来のヘルスエコシステムのCEOとしての役割を持
ち、介護者や医療関係者に助言を提供します。

教育者：指導機関とケア機関の間の調整役として、革新的な
先進技術の治療に対する学術的な信頼性について教育し、構
築します。

*Physicianは上級看護師（ナースプラクティショナー）等の独立した臨床医療者を含めて使われます。
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我々の組織は、費用対効果が高い、質の高い

医療をどのように提供し、将来に備えることが

できるのだろうか。

より賢く支出し、より良いパフォーマンスを出す

ことで、医療関係者は現在の義務を果たし、根

本的に異なる将来にしっかりとした基盤を構築

することを助け、手を携さえて協力していくこと

ができるでしょう。

デロイトの研究は、主要な組織が自分自身を革

新し体位変換する方法を探求していることを示

しています。

 それらの組織では、データアセットを活用

し、高度なデータ分析を行い、組織全体を

横断してどのように組織が業務を行ってい

るかを見極め、ビジネス面や臨床上の意思

決定を改善しています。

 それらの組織では、可能な限り自動化シス

テムを取り入れ、効率の節約を確保し、ア

ウトプットの質を向上させています。

 中には、医療提供の枠外で、新たな収入源

と「エッジ事業」を構築しているところもあり

ます。

 他にも、消費者中心主義を高めるために他

の産業から人材を雇用したり、革新的なデ

ジタル機能やソリューションを開発したりし

ている組織もあります。

 多くの組織では、新たな成果を得るために

新たなパートナー（元競合企業や業界外の

パートナーでも）と協力する準備をしていま

す。

すべての組織において、将来に焦点を当てた

行動をとり、仲間や競合他社に先駆けて将来

に焦点を当てた投資を行っています*133。

消費者（患者）とのかかわりを強化し、患者の

経験を改善し、どこでどのように医療を提供す

るかを最適化するにはどうすればよいでしょう

か。

患者満足体験変革から派生する価値を実現す

るために、医療関係機関は、リーダーシップ、

医療従事者との関わり、文化との緊密な連携を

伴う患者満足体験に対する全体論的アプロー

チを策定すべきです。

 サービスを提供する患者のセグメント、市場

機会、競争に基づいて、統合的な患者満足

体験戦略を開発します。

 患者の視点から始まり、外に向かって働き

かけ、運用上の障壁を取り除き、コールセ

ンターや初期段階のやりとりなどの要素を

標準化します。また、臨床上の卓越性への

アプローチにこだわり、患者の満足度に関

連付けられた基準を活用します。

 文化の転換を支援し、より深い顧客との関

わりを促進するために、既存の組織文化お

よびそれに付随する文化（いわゆる、臨床

現場vs事務局）を理解します。

 患者、患者が利用する技術、主導的な健康

行動に医療機関を同調させられるように、

リーダーシップ能力を再考します。

 デジタル製品を、戦略的に分割された患者

満足体験とプラグデータの接続にリンクしま

す。

さらに、ヘルスシステムは、自分自身の人的・

物的資本への投資を考慮するとともに、代替ケ

ア環境を有する組織（例えば、外来ケアセン

ター、クリニックなど）と新たな関係を築くことも

考慮すべきです。組織が業務と患者ケアをより

効率的に管理できるようにするための技術アッ

プグレードも、組織変革を支えるものでなけれ

ばなりません。中核的な分析手法に投資し、一

連のケア全体にわたって消費者（患者）の360

度の見方を作り出す、すなわち、患者が持って

いるすべての条件、患者との相互作用、患者

が服用している薬といったような情報を要約し、

誰でも利用できるようにします。

デジタル・トランスフォーメーションを行うため

に、我々のヘルスシステムはどの程度十分に

準備されているか？技術が可能にするケアを

医療従事者と患者が受け入れるためには、ど

のようなことが必要か？

Deloitte UK Centre for Health Solutionsは、

デジタル・ギャップを埋める発表でヘルスケア・

デジタル・トランスフォーメーションを加速させる

ための5つの重要なステップを特定しました。

 データ保存、健康データへのアクセス、情

報共有のための安定した医療ITインフラを

構築します。このインフラには、信頼性の高

いネットワーク接続性と十分なデータ保存

能力が含まれるべきです。医療機関にリア

ルタイムでデータを遠隔でアクセスすること

を提供することや、使用者がストレージやア

プリケーション、インフラサービスなど使用し

たサービス分だけに支払いを行うことによっ

て、データの保存とシステム統合を改善し

たクラウドサービスに患者データを移動させ

ます。
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 アクセス可能な電子カルテを導入し、変革

に必要な基礎技術に投資します。組織は、

電子カルテプラットフォームの数、種類、機

能性における細分化に取り組んで、他のプ

ロバイダーからのデータへのアクセスをより

良好にし、データを内部/外部で共有し利用

する必要があります。許容可能なレベルの

デジタル化を達成するために必要な他の基

本技術には、電子処方、電子紹介、電子診

断、電子入院登録/電子退院、安全な通信

システム、POC（point-of-care）診断、デジ

タル画像、電子による使用機器、患者や担

当スタッフの追跡が含まれます。これらは、

患者を安全に保ち、情報の流れと質を加速

することによって臨床業務の流れを最適化

し、タイムリーなケアを可能にするように設

計されています。

 相互運用性の課題に取り組みます。ヘルス

ケアの相互運用性は極めて複雑であり、複

数の、そしてしばしば異なるITシステム（お

よび組織）間のデータの接続性を確立し、

安全な通信が可能かという点に依存してい

ます。医療提供者とそのパートナーは、安

全かつ確実に情報を共有する方法を改善

し、安全水準を上げるための環境づくりに

協力することを検討すべきです。データ標

準とオープン・アプリケーション・プログラ

ム・インターフェース（API）とプロトコルの一

貫した使用は、プライバシーとセキュリティ

標準を維持しながら、異なるアプリケーショ

ンとプラットフォームからのデータの流れを

可能とすることによって、EHRシステムへの

アクセスと相互運用性の改善にも役立ちま

す。

 デジタル変革の文化を支える安定したガバ

ナンスの枠組みを確立します。医療機関

は、データおよび技術全般、特にデータセ

キュリティおよびプライバシーに適用される

規制要件を遵守しなければなりません。ヘ

ルスシステムと個々の医療機関はどちら

も、安全で倫理的で効果的なデータ主導型

の医療技術の開発と導入を可能にするガ

バナンスの枠組みを確立すべきであり、同

時に、データ所有権、患者の同意、患者教

育に対して、事業体としてのアプローチに関

する指導も確立すべきです。

 デジタル・リーダーシップ・スキルを発達さ

せ、スタッフと患者のデジタル・リテラシーを

向上させます。デジタル・ソリューションをう

まく実行するには、医療提供の変革におけ

るデジタル技術の役割について明確なビ

ジョンをもったリーダー、その技術の使用に

ついて相談を受け、権限を与えられ、訓練

されたと感じる臨床スタッフ、およびデジタ

ル・リテラシーの発展で希望を与えられ、支

援されている患者が必要です*134。

熟練した医療専門家をどのように引き寄せ、育

成し、維持するか？労働力をより効率的にし、

医療専門家たちにより充実した満足感を得させ

るためには、どのようにすればよいでしょうか。

人材、技術、職場の組み合わせを再考すること

は、医療機関がこれからの働き方のために現

在のエコシステムを進化させ、選ばれる医療機

関になることを可能にすることに役立ちます。

 具体的な障壁を破ります。診療所や病院と

いう建物の4つの壁で囲まれた内側では、

もはや医療は行われないでしょう。その代

わり、医療従事者は遠隔医療、RPM、バー

チャル臨床試験、顧客ポータルなどを介し

て、事実上患者と連絡を取ることができま

す。

 「9対5」の境界を取り除きます。緊急ケアク

リニックの増加、外来ケアへのシフト、バー

チャルケアアシスタントの24時間/7日間の

利用が可能になることは、異なる医療従事

者のスキルセットを必要とする可能性があ

ります。さらに、技術顧問といった役職は、

もはや病院内あるいは国内でさえも必要と

しなくなるでしょう。交代制勤務者は、バー

チャルリアリティの技術によって、専門家に

アクセスして問題を解決したり、拡張現実を

活用したスキルアップができます。

 成功のためのトレーニングが必要です。AI

対応RPAや認知知的知能などのトレンド技

術が使用できるように医療従事者を訓練す

ること*135は、生産性を高め、職務関連満

足度を高める上で重要なステップです。さら

に言うと、すべての医療従事者トレーニング

は、将来に焦点を当てるべきです。すなわ

ち、トレーニング時間の短縮、トレーニング

プログラムのモジュール化、実習認定の提

供、技能の向上と医療従事者の新しいポジ

ションへの移動を支援するためのキャリア

パスの作成です。

ヘルスケア業界が今後も刺激的で挑戦的な道

のりを歩み続ける中で、すべての利害関係者

は、ヘルスエコシステム全体の変化を促進する

傾向や問題を理解し、分析し、対応する必要が

あるでしょう。2020年に向けて、これらには、コ

ストの削減とケア提供の効率化による財政的

持続可能性の達成、患者と医療関係者の進化

する期待に応え、それを上回る革新的なケアモ

デルの開発と実施、臨床結果と臨床アクセスの

改善のための健康情報技術の利用、および専

門技能を有する労働者の供給、雇用、訓練、お

よび維持のための新しい方法の実施が含まれ

ます。
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世界消費者調査

世界8か国のヘルスケア消費者に関する調査

では、ヘルスケアに関しては、人々が伝統的な

「消費者行動」を示していることがわかりまし

た。彼らは、取引を購入し、医師に同意せず、

テクノロジーを使用して健康を追跡し、維持する

ことを望んでいます。

将来の医師の形成

ヘルスシステムは、今日とは大きく異なるであ

ろう将来に向けて、医師たちを準備していま

す。費用の増加、価値に基づく支払モデル、個

別化ケアなどの傾向はすべて、伝統的な保健

医療エコシステムを一緒になって混乱させてい

ます。医師の役割が、医療の将来と協調してど

のように変化しているかを学んでください。

英国医療の将来を形成する：デジタルギャップ

を縮める

デジタル・トランスフォーメーションによってもた

らされる機会と効率性を活用することは、あら

ゆる組織が存続し、将来に適合するための鍵

です。しかし、英国の医療サービスは、複数の

サービスや組織で構成されており、地域や管轄

区域を超えているため、その見解はほとんどの

場合よりもより複雑です。

スマート・ヘルス・コミュニティと医療の将来

連結性の拡大と技術の指数関数的な成長は、

スマート・ヘルス・コミュニティを可能にし、これ

はコミュニティを基盤としたウェルビーイングと

疾病予防を現代的に取り入れることができる可

能性があります。

統合ケアへの移行：集団健康管理

人口の高齢化と患者の期待の高まりは、保健

医療および社会福祉に対する実質的な予算上

の制約に直面しつつも費用の増大と相まって、

NHSの持続可能性に大きな圧力をかけていま

す。患者中心のデータ主導型アプローチである

集団健康管理・支援の方法論は、持続可能な

ヘルスケアシステムを提供し、英国民の生活を

改善するための鍵としてNHS長期計画で認識

されています。

保健医療の将来：イノベーションが伝統的な保

健医療の境界をどのように曖昧にさせるか

ライフサイエンスとヘルスケア産業は、大規模

な混乱の危機に瀕しています。根本的に相互

運用可能な基準、オープンではあるが厳重なプ

ラットフォーム、消費者（患者）主導のケアに

よって定義される保健医療の将来において、あ

なたはどのような役割を果たすでしょうか。
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