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社会イノベーションに関するホワイトペーパー

日立は、フロスト＆サリバンと提携し、社会イノベーションに関する調査研究を

行っています。

これまでの社会イノベーションに関するホワイトペーパーでは、社会イノベーション

とは何か定義し、また、将来の社会を形成する世界の主なメガトレンドはどのよ

うなものかについて定義しています。

以下ウェブサイト(URL)に本調査研究の要旨が掲載されており、ホワイトペー
パー全文をダウンロードして頂くことも可能です。
http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/

In Partnership with Hitachi, Ltd.

social-innovation.hitachi
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はじめに

社会イノベーション:世界的な変化の必要性

ヘルスケア分野は、継続的に医療費の増加と人口の高齢化という社会的な

問題に直面しています。ケアの質が悪く一貫性がないことや、タイムリーな治

療を受けられないことが、現在のヘルスケア産業が直面する最も重要で世界

的な課題です。

ヘルスケア分野では、持続可能なかつ手頃妥当な価格で、世界中のすべて

の患者に質の高い医療ケアを提供するにはどうすればよいかが問われていま

す。また、上昇を続ける医療費と高齢化社会の更なる深刻化を解決するた

めに、どのようにイノベーションを展開していけばいいのでしょうか?

これまでのホワイトペーパー(http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/)

では、私たちは社会イノベーションを、「個人の生活と社会に実質的な好まし

い変化をもたらし、共有価値を生み出す、テクノロジーと新たなビジネスモデ

ルの展開」であると定義しました。これらのホワイトペーパーでは、世界のエネ

ルギー分野および交通・モビリティ分野に影響を与えている具体的なメガトレ

ンド、社会イノベーションにとっての課題とその機会に光を当て、関連する機

会とその影響を数値化しました。

最も重要な世界のメガトレンド(コネクティビティと融合、新たなビジネスモデル、

ゼロ化をめざすイノベーション、社会トレンド)を出発点に、私たちは、融合と

いう重要な要素がヘルスケア分野の社会イノベーションの実現に必要不可

欠であると考えました。ヘルスケア分野全体における融合や、交通・モビリティ

などの分野を横断する融合によって、魅力的な社会イノベーションの機会が

生まれると考えられます。たとえば未来の車には新しい健康・ウェルネス・福

祉(HWW)機能が搭載されるようになるでしょう。

01. ヘルスケア分野における融合

ヘルスケア分野では

持続可能かつ妥当な

価格で、世界中のすべて

の患者に質の高いケアを

提供するにはどうすれば

よいかが問われています

出典:フロスト＆サリバン
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02. 医療供給モデルを変革するヘルスケア産業の融合

フロスト＆サリバンの分析では、エネルギー、水、交通、ヘルスケア、製造業、

建設、天然資源が、社会イノベーションのニーズが最も高い産業部門と考え
られ、その市場機会は2020年までに2兆ドルになるとみられています。

このホワイトペーパーでは、ヘルスケアの未来に影響を与える具体的なメガト
レンドを取り上げ、社会イノベーションがヘルスケア市場に何をもたらすことが
できるのかを論じます。また、ヘルスケア分野の社会イノベーションにとっての
課題と機会を掘り下げ、この市場における私たちの徹底的な調査から明らか
になった関連する機会とその影響を数値化します。

さらに、日立の社会イノベーション事業をご紹介し、社会イノベーションの分
野で日立がいかに思慮に富んだ主導的な地位を築き、先見の明あるグロー
バルプレーヤーになったか、その道筋を辿ります。また、医療機関の支援を目
的とした、ITソリューションやストレージシステムを利用した慢性疾患管理や、
ビッグデータといった重要な分野で、日立がこれまでに世界中で行ってきた画
期的なプロジェクトの例をご紹介します。日立のソリューションは、患者の治
療効果を改善し、再入院の数を減らすとともに、ケアの供給とコストの削減

効率を高めることで、医師と患者のニーズを満たすことに全力を注いでいます。

出典:フロスト＆サリバン
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ヘルスケアの将来像:イノベーションの必要性

ヘルスケアの将来像は、世界中で変化しつつあります。今世紀の最初の10
年間は、従来通り薬品と医療機器に重点が置かれていました。しかしここ5
年間で、製品や機器を中心にした統合サービスや付加価値を提供する方

向にシフトしてきています。2015年に出現し、2020年までとその先も続い
ていくのは、患者のデジタル・エクスペリエンスです。これは非常に重要なことで、

それは現在の患者は15～20年前の患者とは異なるからです。現在の患者

は十分な情報を得ており、Googleといったインターネット検索を参照すること

が多く、膨大な量の情報を得た上で医師の診察を受けるようになっています。
患者と医師が一緒に調査をし、Googleを活用することも増加しています。

その結果、異なるタイプの患者、パワーペイシェントの存在が認識されるよう
になりました。企業が患者とヘルスケア市場の製品、そして企業の間に存在

する関係を真に理解するには、患者の立場になって考える必要があります。
パワーペイシェントは医療システムや医師と対面で、またデジタル上で交流し、
自身の治療法やウェルネスをこれまでよりも、はるかに積極的に管理するよう
になってきています。

新しい技術と社会が主導するイノベーションの組み合わせにより、ヘルスケア

製品およびサービスに改革が起こり、パワーペイシェントに価値がもたらされる
ようになりました。これは、医師と患者の関係を強化し、新しい医療供給モデ
ルの誕生につながります。

03. パワーペイシェントとそのデジタル・エクスペリエンス

世界のヘルスケア市場は、人口の高齢化と慢性疾患という二重苦に直面し

ています。世界中の先進国および発展途上国いずれにおいても、一貫性あ

る質の高い治療とタイムリーなアクセスの提供に対する要求が高まっています。

現状では、総ヘルスケア費の70%が、慢性疾患管理に当てられています。
慢性疾患の病状を管理したり自己管理するための新しい技術の活用に向

けた動きは、これらの患者の健康状態の改善につながります。

2015年に出現し、

2020年までとその先も

続いていくのは、

患者のデジタル・

エクスペリエンスです

出典:フロスト＆サリバン



ヘルスケア分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com6

しかしながら、65歳以上の人口が2010年の推定5億2,400万人から、

2050年には15億人近くに増加するとみられているため、さらなるイノベーショ
ンが必要と考えられています。この増加の大部分は発展途上国で発生する
でしょう。加えて、今後50年間、医療費・長期介護(LTC)費が増加を続け
ます。総医療費・長期介護費がGDPに占める割合は倍増し、2060年には

OECD諸国ではGDPのほぼ14%に達するとみられています。BRICS(ブラ

ジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)では、総医療費はGDPの約2.5%と

非常に低い状態から、約10%にまで上昇する見込みです(出典:OECD)。

その結果、ヘルスケアは以下の3つの分野で大きな課題を抱え、世界中で

変化が求められるでしょう。

1. 治療の質 – どのように質の高い治療を提供するか?

2. アクセス – 世界中のすべての人が気軽にケアを受けられるにはどうすれば

よいか?

3. 持続可能かつ妥当な価格でこれらを実現するにはどうすればよいか?

04. ヘルスケアにおける品質機器

・ 入院患者の15%が有害事象に遭遇する

・ 有害事象の8%が死に至る。6%で永久的な障害が残る

・ すべての有害事象の10～20%が投薬ミスに起因する

・ 入院の10～15%は医療サービス提供者が過去の治療記録を入手でき  

なかったために発生する

・ 臨床検査の20%は過去の検査の結果が入手できなかったために要求さ

れる

医療品質、アクセス、費用をめぐる課題は、ヘルスケア分野においてグローバ
ルなレベルで解決する必要があります。世界中のすべてのヘルスケア企業、

すべての医療制度、すべての社会が、この問題に取り組んでいます。医療機

器企業、生命科学企業、製薬会社といったヘルスケア企業はいずれも、患

者自身に焦点を当てるようになってきています。

世界のヘルスケア市場は、個人化、デジタル化、ウェルネス、患者エンゲージ

メントにおける魅力的な発展を伴う大規模な変化を経験しつつあります。さ

らに、日立のような企業は、世界のヘルスケアが抱える課題を緩和し、その

結果個人の生活の質や健康、安全を改善するため、自社の顧客やより広

範な社会全体にイノベーションをもたらすという目標に向かって歩みを進めて

います。その目標は、「すべての人が、健康に、安全でセキュリティの行き届い
た暮らしを送ることができる社会を築く」ことです。日立のヘルスケアIT・医療

技術は、予防・健康診断からスクリーニング・診断、治療、そして予後、高齢

者介護まで、ヘルスケアのサイクルにおける様々なニーズをサポートします。

世界のヘルスケア

市場は、個人化、

デジタル化、ウェルネス、

患者エンゲージメントに

おける魅力的な発展を

伴う大規模な変化を

経験しつつあります 出典:フロスト＆サリバン
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メガトレンドとヘルスケアの将来像

ヘルスケアの将来像

未来のヘルスケアは、コネクティビティと融合がすべてです。つまり、デジタルツー

ルを用いて、どこでも、いつでも、絶え間ないケアを行い、協調型でデータ主

導型の住民管理を行う、ということです。コネクティビティと融合が健康、ウェ
ルネス、福祉と一体化すると、コネクテッドヘルスと呼ばれる統合市場の機会
が生まれます。これはパワーペイシェント化への道を整備し、世界中で直面し
ている重要な課題への取り組みに着手する手助けとなるため、非常に重要
なことです。

このようなヘルスケアの将来像は、4つの主要メガトレンドの融合を経て実現

しつつあります。フロスト＆サリバンが調査を行っている、これら4つのメガトレン

ドとは、「有益なデータの収集を可能にし、イノベーションと効率化を推進する

コネクティビティと融合」、「患者中心のソリューションと患者エンゲージメントを
推進する新たなビジネスモデル」、「ヘルスケア分野の社会イノベーションの開

花を可能にするビジョンと、その枠組みを整えるゼロ化をめざすイノベーション」、

「患者エンパワーメントを推進する社会トレンド」です。

05. ヘルスケア分野における社会イノベーションをけん引するメガトレンド

出典:フロスト＆サリバン
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コネクティビティと融合

ヘルスケア市場における最も影響の大きいメガトレンドは、コネクティビティと
融合です。現代の世界のITの接続性によって可能になる技術、製品、産
業全体の融合は、様々な新しい魅力的な方法でビジネスや社会の変化を
けん引しています。フロスト＆サリバンは、2020年までに800億台のデバイス
がインターネットに接続されるようになると見込んでいます。

今後は、パワーペイシェントを中心にしたコネクテッドヘルス・ソリューションの機
会が増加します。たとえば、インターネットに接続されたウェアラブルのセンサー

を使用して、患者が様々な健康指標をアップロードし、医師がチェックできる

ようになります。そのためにセンサー装置に無線通信技術が搭載されます。

高齢者介護はコネクテッドヘルスの恩恵を最も受けられる分野のひとつです。

遠隔モニタリング・システムを使えば、高齢者や障害者がより長く自宅で過ご

せるよう、家族の他のメンバーが支援することができるからです。リアルタイムの
モニタリングにより、医療・介護提供者が毎日の確認事項を監視し、何か異

常があれば警報を受けられるようにすることができます。

コネクテッドヘルス技術により、誕生から終末期まで一生にわたり、絶え間な
いケアを支援するプラットフォームが生まれます。人の一生の間には、対面で
も、遠隔・バーチャルソリューションでも、様々な環境において様々な方法で、

様々なニーズからヘルスケアと関係を持つ機会が存在します。テレヘルス・サー

ビスには、病院、在宅介護、プライマリ・ケア、施設介護、小売薬局クリニック

など様々な環境でケアを行い、互いに協力する新しい方法を推進できる可

能性が秘められています。これは、治療から予防まで、消費者と医療専門

家の間に存在する幅広い領域に的を絞った影響を与えることができます。

06. 誕生から終末期まで絶え間ないケアを支援する技術

コネクテッドヘルス

技術により、誕生から

終末期まで絶え間ない

ケアをサポートする

プラットフォームが

生まれます

出典:フロスト＆サリバン
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将来的には、統合プラットフォーム、協調型ケア、場所を問わないソリューショ
ンに向けて技術が進歩します。これらのソリューションがめざす重要な目標は、

意思決定支援ツール、ワークフロー最適化、情報管理、患者との意思疎通

を通じて、健康状態や健康へのネガティブな影響を予防、回避、緩和するこ

とです。コネクテッドヘルスは、ヘルスケアの専門家、医療機関、患者が重要
な情報に簡単にアクセスできるようにしてくれます。NHSの予算には、コネクテッ
ドヘルスの予算として10億ポンドが積まれており、2020年までに医療・ソー
シャルケア全体で患者の記録を統合することをめざしています。記録や臨床

情報を共有することは、患者のニーズを中心としたサービスの再構築の原動

力となります。ヘルスケア事業者の50%以上が、ヘルスケアの効率を高める

ためのデジタルヘルスの重要性を認識しているものの、ヘルスケアITのロード

マップを導入していないため、ここには莫大な可能性が秘められています。

新たなビジネスモデル

IT、インターネットへの接続、モビリティの台頭は、ヘルスケアの近代化におい
て驚異的な変化を可能にしてきました。それにともない、新たにうまれたヘル
スケアビジネスにおける重要なテーマが浮かび上がってきました。ビジネスモデ
ルのイノベーションを必要とするヘルスケア分野のトレンドには、急患治療から
予防やウェルネスへという業界全体における焦点のシフトや、個人化された
予知・予防的ヘルスケアの提供の重視の強化、ポイント・オブ・ケア検査の提

供に向けた体系的なシフト、ヘルスケア分野におけるデータの影響力と重要

性の拡大およびデータ志向の製品やサービスの出現、などが挙げられます。

ヘルスケア産業に影響を与えるビジネスモデルの変革により、ターゲットとなる

顧客が、医療保険支払者とプロバイダーから、患者と消費者へと、目に見え
てシフトしています。企業間(B2B)モデルは今後もこの産業の拠り所であり続
けますが、企業対消費者(B2C)モデルが生まれつつあります。また、B2Bモデ

ルは製品中心の価値提案からサービス中心の価値提案へのシフトを促し、

ヘルスケアにおけるEコマース、Mコマース、ソーシャルメディアの影響力が強まっ
ています。たとえば、AmazonやAlibabaなどの企業がヘルスケアに特化した

モデルをうみだしています。Alibabaは業界をリードする小売・卸売取引用の

オンラインおよびモバイル・マーケットプレイスを運営しているほか、クラウドコン

ピューティングなどのサービスを行っています。同社のEコマースはヘルスケア分

野で最も急速に成長しており、従来のサプライや機器に代わる低コストの代

替手段を提供しています。

顧客は、成果とコストの最適化を要求しており、期待値が劇的に変化してい

ます。医療サービスの分散化とバーチャル化に伴い、いつでもどこでもアクセス

できる、それぞれの個人とその家族に最適なカスタマイズされたケアの提供が
推進され、個人と医療・介護提供者の間でリアルタイムに情報を伝達し、共
有できるようになったからです。

ビジネスモデルの

変革により、ターゲット

顧客が医療保険支払者と

プロバイダーから患者・

消費者へと、目に見えて

シフトしています
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ステークホルダーの役割と期待の変化に伴い、顧客とパートナーの関係にチャ
ンスも課題も生まれます。ヘルスケア産業では誰に対しても同一のアプローチ
を取ることがこれまでの主流でしたが、少しずつ、より固有の特徴を持つ顧客

層の違いが考慮されるようになってきています。ヘルスケア・システムに参加す

る際の期待やニーズ、手段に応じて、異なるタイプの消費者が差別化される

のです。それぞれの個人ごとに、セグメント化されたニーズに合わせて調整さ
れたプラットフォームやソリューションを提供できる可能性があり、特定のユー
ザーグループの存在がサービスをパーソナライズし、差別化する機会をうみだ
します。

ニーズが多ければ、多数のモデルが生まれることになりますが、中でもヘルスケ

ア分野における新たなビジネスモデルの推進力となる6つの主要テーマは、製

品の提供を強化するスケーラビリティ、意思決定支援、プロセス変更、カスタ

マイゼーション、統合、サービスです。

07. ヘルスケア分野の新たなビジネスモデルを推進するテーマ

顧客間(C2C)がヘルスケア分野のビジネスモデルの変化の次の段階になりま

す。企業はその事業のすべての側面について情報を提供できる強力なデー

タ戦略が必要になります。”PatientsLikeMe”などのサイトが、患者による自

身の健康状態に関する個人的な経験談とデータの共有を推進しています。

人々は自分の病気と利用可能な治療に関する情報を得るとともに、同じ病

気を抱える他の患者とのつながりを持つことができます。ヘルスケアの価値提

案は、人々と企業がより良い社会を築き上げることができるよう、製品とサー

ビスを超えた社会的利益をめざさなければなりません。

ヘルスケアの価値

提案は、人々と企業が

より良い社会を築き

上げることができるよう、

製品とサービスを超えた

社会的利益をめざさなけ

ればなりません

出典:フロスト＆サリバン
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ゼロ化をめざすイノベーション

ゼロ化をめざすイノベーションはメガトレンドではなく、人類にとって好ましいゼ

ロ目標を出発点とするメガ・ビジョンです。エラーのないヘルスケアという概念

が、ゼロ化をめざすイノベーションというコンセプトをうみだします。これは、世界

中の患者を苦しめる問題をゼロにし、その解決を支援できる可能性を秘めて

いるため、今後の社会イノベーションを可能にする重要なプラットフォームとな
ります。誤診、手順ミス、投薬ミスに起因するエラーは、ガイダンスとサポート

を提供するITおよびセンサーベースのツールの導入で防ぐことができます。

08. ゼロ化をめざすイノベーション:
2025年の「ゼロ・コンセプト」の世界の様子

2025年までのヘルスケア・製薬分野におけるゼロ化をめざすイノベーション目標

ヘルスケア分野における最も革新的な企業は、時代に合わないプロセスに伴
う不要なタスクや費用を排除しつつ、治療の質を改善しようとめざす企業で

す。企業は「ゼロ化をめざすイノベーションを行う」製品や技術にその焦点を

移し、このような製品や技術の開発を行うようになると示唆する確かな証拠

が存在します。たとえば、都市のレベルでは、ニューヨークのブルームバーグ市
長が数年前に「炭酸飲料ゼロ」をめざすイニシアチブを立ち上げました。炭酸

飲料が社会にもたらす影響の原因はその高い砂糖含有量にあり、これは肥

満や糖尿病などの健康問題を引き起こしています。

ゼロ目標を導入し、これらのゼロ目標に向けてイノベーションすることは、ヘル

スケアの改革につながる道であり、現在私たちが抱えている医療へのアクセス、

質、コストの問題に対処するものです。ほぼゼロというビジョンは、技術を活用

すれば実現可能です。たとえば、情報の収集、管理、使用、共有を可能に

する知識、スキル、ツールで構成される健康インフォマティクスを活用すること

で、ヘルスケアの供給を支援し、健康を推進することができます。

出典:フロスト＆サリバン
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また、予知データ分析は膨大なデータセットの中から有益な情報を抽出し、

有意義なパターンを特定して、今後の傾向と成果を予測するための方法で

す。予知データアナリティクスはデータマイニング、統計モデル、機械学習技

術を活用してデータを分析し、確率的予測を導き出します。「クオンティファイ

ド・セルフ」活動は、技術の力で私たちの日常生活のあらゆる側面を測定す

ることをめざしています。活動量計などのウェアラブルデバイスと、すべての動き

を記録するアプリで、私たちは自分自身の性質がより理解できるようになり、

健康増進にも役に立つと考えられます。

社会トレンド

ジェネレーションY(1980年代と1990年代に生まれた世代)、中流階級の

台頭、人口の高齢化、女性の社会進出といった社会トレンドが、私たちのこ

れからの社会に大きな社会経済的変化を引き起こします。中流階級の台

頭の結果うまれる「ヘルスケア・エリート」とは、待機的手術や、重要な個人

化されたケアを自費負担することができ、実際に自費負担する人々のことを

指します。

09. 社会トレンド:中流階級の分布
2020年までにインドと中国だけで15億人以上の中流階級消費者が誕生

およそ80～85%の女性が家族のためにヘルスケアの予約を取り、重要な決

定を下します。女性は男性に比べてオンラインツールを使用することが多く、

職場でより強力な地位を手に入れつつあり、活用が不十分な富の源泉になっ

ています。女性の影響力が家庭の外にも及ぶようになるにつれ、今後は女

性が原動力になるでしょう。また、女性の期待や要求が強まるにつれ、

「Sheconomy」が台頭しつつあります。

出典:フロスト＆サリバン
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ヘルスケア分野における社会イノベーションの定義

以下に示すメガトレンドの融合によって、現在の私たちのヘルスケア・システム
に存在する問題をターゲットにし、コストの削減とケアの質およびアクセスの改

善をめざす社会イノベーションの機会が生まれつつあります。

10. ヘルスケア分野における社会イノベーション

ここでの私たちのリサーチにおける最も注目すべき結論は、社会イノベーション
の機会は社会レベル、システムレベル、さらに個人の患者のレベルで存在す
る、ということです。社会的観点では、社会イノベーションは、政府、政策決

定者、保険会社/医療保険支払者、プロバイダー、臨床医、さらには個人
の患者のレベルにおいても、ポジティブな影響を与えることができます。さらに、
技術とイノベーションが新しいシステムや医療のサービスモデル、ビジネスモデ
ルの誕生を可能にします。また、パワーペイシェント(能動的な患者)の台頭

は、患者が自身の健康と治療に一層関与し、自分自身で管理するようにな
ることを意味します。

したがって、社会、システム、患者の観点から見た社会イノベーションのニーズ
と機会を、以下のセクションで細かく見ていくことにしましょう。

ヘルスケア産業への取り組みの必要性と社会イノベーション

ヘルスケア分野における社会イノベーションの恩恵を最も受けると思われる分

野には、以下が挙げられます。
• 発展途上国では、医療へのアクセスと質を社会レベルで改善することがで

きます。
• 病院などの医療機関では、患者の治療の成果を高めたり再入院を減ら

して、システムレベルでコストを削減し、効率性を強化することができます。
• 患者のレベルでは、コネクテッドヘルスを使用して効率よく自身の健康を

積極的に管理することができます。

社会イノベーションの

機会は、社会レベル、

システムレベル、さらに

個人の患者のレベルで

存在します

出典:フロスト＆サリバン
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これらの分野を個々にみても、それぞれの都市やコミュニティ、企業、国は漸

進的な恩恵を受けることができますが、累積的に考えると、ヘルスケア分野に
おける社会イノベーションを可能にすることでさらに大きなチャンスを実現する
ことができるようになります。

Social Innovation in Action

様々な手段、様々な規模で、社会イノベーションがすでにヘルスケアを改善

している分野が複数存在しています。社会、システム、患者の間の結びつき
は、ヘルスケア分野における社会イノベーションを可能にし、推進する可能性
を秘めています。予防から疾病の早期発見、スクリーニング、診断、治療、
予後、そして高齢者の介護に至るケアのサイクル全体で、イノベーションは社
会、システム、個々の患者にポジティブな影響を与える可能性を秘めていま
す。

社会

社会イノベーションには、価値をうみだし、医療費を下げる可能性が秘められ
ており、ヘルスケア産業全体で、医師、政府、病院、患者にとってますます重

要なものになりつつあります。ヘルスケア産業は従来それぞれの領域ごとに運

営されてきましたが、現在では統合を余儀なくされるようになり、新しいタイプ

のパートナーシップや協力関係が生まれつつあります。

発展途上国は、今後増大する圧力に直面し、急速な変化を経験するとみ
られています。そのため、多くの発展途上国と医療システムがウェルネス・予

防プログラムを導入し、コミュニティのパートナーとの協力体制を強めています。
さらに、新しい支払いモデルを伴う、患者の健康成果を重視するモデルへの
シフトが起こっています。政府および民間の医療保険支払者が負担する医
療費の高騰により、ヘルスケアサービスおよび製品の新しい支払い方法・支
払いモデルを導入しなければならなくなりました。かつては煩雑なお役所仕事
とペーパーワークに追われていましたが、ヘルスケア分野におけるデジタル革命
のおかげで、医療保険支払者は大量の患者・健康データを入手し、これら
のデータを活用してビジネスモデルや健康管理を最適化できるようになりまし
た。

データとアナリティクスを使用して、ヘルスケア・システムにおけるこのような変化

をサポートすれば、医療従事者は患者をより優れた方法でモニタリングし、運
用手順を改善し、成果に照らしてより正確に治療と治療費を追跡調査でき
るようになります。様々な患者やヘルスケア機関などのステークホルダーがその
恩恵を受けることができます。ヘルスケア機関は患者の治療を改善し、再入
院を減らしたり、入院の期間を短縮することができます。

ヘルスケア産業は従来

それぞれの領域ごとに

運営されてきましたが、

現在では統合を余儀なく

されるようになり、

新しいタイプの

パートナーシップや

協力関係が生まれ

つつあります
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ヘルスケア分野における社会イノベーション・イニチアチブは、現在実現中のイ
ノベーションの優れた例です。これは、ケープタウン大学のBertha Centre for
Social Innovation and Entrepreneurship、オックスフォード大学のSkoll
Centre for Social Entrepreneurship、TDR(熱帯病研究訓練特別計

画)による国際協力で、ジュネーブの世界保健機関内に設置されています。
そのイノベーションの例には以下があります。

• ウガンダの薬局内統合治療:薬局における子供の熱、マラリア、肺炎、下
痢の統合管理

• 南アフリカのHIVに特化した総合医紹介モデル:公的医療の供給におけ
る需要と供給の不一致に対処する官民パートナーシップ

• インドのIT活用モバイルベース監視調査(MoSQuIT):モバイルプラット
フォームを使用したマラリアの疾病監視システム

MoSQuITシステムは、データ収集、中央システムへのデータ転送、データア
ナリティクスという様々なステップから成るマラリアの監視を容易にします。
MoSQuITは臨床情報の管理を改善し、公的医療制度によるタイムリーな
行動を支援します。MoSQuITのソフトウェアは地域医療研究センター
(RMRC)とインド医療研究評議会(ICMR)の協力により、アッサム州・ディブ
ルガル地区のテンガッカット・プライマリ・ヘルスケア・センター(PHC)に導入され
ました。このPHCの管轄地域内の約50の村を対象に、50人のASHA
(認定社会健康活動家)職員が携帯電話でデータ収集を行い、合計5万

人の村人がカバーされています。この取り組みの成功を受け、北東インドの
国境地帯にもMoSQuITの導入を拡大することが承認されました(出典:ヘ
ルスケア分野における社会イノベーション・イニシアチブ)。

発展途上国では、医療に向けた公的資金の70%が慢性疾患を抱える人々

によって利用されています。このような慢性疾患は死亡や障害の主因で、患

者の生活の質に影響を与えます。発展途上国では約1%の患者が医療費

の3分の1を占めており、これらの患者の大半が高齢者です。心疾患や2型

糖尿病などの病気は、予防に力を入れることで対処できます。予防において

は、リスクの高いグループを特定するためにデータやアナリティクスが活用される
ことが増えており、これによって医療システムが早い段階で取り組みできるよう
になりました。最終的には、より効率がよく効果的な治療が提供されるよう、
様々な治療のモデルを改革することができます。

発展途上国では、

医療に向けた

公的資金の70%が

慢性疾患を抱える人々に

よって利用されています
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疾病予防管理センター(CDC)が主導する国家糖尿病予防プログラムは、
米国における2型糖尿病を予防するためのエビデンスベースの生活習慣の改

善を目的としたプログラムです。1年間のプログラムで、参加者はより健康な
食生活、日々の生活での運動の実施、問題解決・対処スキルの改善など
を通じて生活習慣を実際に変えられるよう支援を受けます。訓練を受けた
担当コーチと面会し、糖尿病を予防するための生活習慣の変更に取り組む

他の参加者と少人数のグループを作って話し合います。最初の6か月は毎

週セッションがあり、後半の6か月は月1回になります。このプログラムの目的
は、2型糖尿病の患者やそのリスクがある人々が、現実的で達成可能な生

活習慣の変更を実現できるよう支援し、2型糖尿病の発症リスクを58%減

少させることです。また、2型糖尿病を予防したり発症を遅らせるために成人

を支援する効果的なプログラムを求める需要の高まりに、ますます多くの組
織が反応するようになってきています。国家糖尿病予防プログラムは連邦機
関、コミュニティ組織、雇用主、保険会社、医療専門家、学界、その他のス
テークホルダーの協力を促し、米国において糖尿病予備軍とされる人々の2
型糖尿病を予防したり、発症を遅らせることをめざしています。最近の統計

によると、米国では糖尿病の新規症例数が減少に転じました。データによる

と、2009年の新規症例数170万件に対し、2014年の新規症例数は

140万件となっています(出典:CDC)。

システム

現在のヘルスケア産業では、薬局、電子カルテ、患者向けサービス、医療保
険支払者など複数のソースから、様々な某大なデータが生み出されます。こ
れらの情報源はたいてい互いに接続されていません。これは、医療機関や医
療専門家がたいていそれぞれの専門領域で個別に業務を行っていることが

一番の原因です。人口の増加と医療カルテなどのデジタル化の進展に伴い、

データ量は飛躍的に増加しています。アナリティクスが限定的にしか行われて

いないせいで、この情報豊富なデータは休眠状態になっており、十分に活用

されていません。また、統合の不足は、患者の治療の成果が乏しく、患者が
不快な経験をする事態につながっています。

加えて、企業によって生成されるデータのかなりの割合が非構造化データで
あるために、問い合わせや活用が容易ではありません。また、企業がそれぞれ

のソースやフォーマットを使用して情報を収集することが増え、データの数や種
類が増加するにつれ、構造化データに対する非構造化データの割合はさらに
増加するとみられています。ビッグデータ管理ツールには、構造化データと非
構造化データをひとつの強力なデータベースに統合する機会が秘められてい
ます。

人口の増加とヘルスケア

文書のデジタル化の

進展に伴い、データ量は

飛躍的に増加しています



ヘルスケア分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com17

モノのインターネット化(IoT)、ソーシャルおよびモバイル・チャネルを通じて生
成されるデータの量は、ここ数年で臨界点に達し、毎分ごとに増殖していま

す。市場にはデータ記憶、情報管理、ビジネスインテリジェンス(BI)のソリュー
ションが存在していますが、これらの異種の要素をひとまとめにしてビッグデータ

の機会が生まれるようになったのはつい最近のことです。これまで個別に分か

れていた領域を統合することは、Hadoopやその他の少数のインフラ・デー

タベース・ソリューションの導入によって可能になりました。その結果、これはビッ
グデータ・アナリティクス・ソリューションの成長およびこれに対する需要の引き
金を引くことになりました。

なぜビッグデータがそんなに重要なのでしょうか? 選択に基づくヘルスケア・シス
テムを作るニーズがあるからです。これまでのヘルスケアは、患者がヘルスケア・
システムの示す方向性に従うことしかできない、単一方向アプローチを取って
きました。データに基づいて患者を積極的に参加させることで、医療システム
とそのための支払いを改善することができるとみられています。ビッグデータ分

析のために収集される特定のデータには、患者の選択、センサーデータ、遺
伝子データを含めることができます。患者のヘルスケアの選択に関するビッグ
データや、センサーを通じて収集された日々の活動の様々なデータを活用す

ることで、効率の良いヘルスケア管理システムが生まれるとみられています。こ
れは、膨大な量の遺伝子コード化データに適用されれば、将来、疾病管理

に大いに役立つと考えられています。

しかしながら、ヘルスケア企業はデータの管理、分析の実施、ビジネスインテリ
ジェンスツールの効果的な活用、データ共有に関する課題に直面しています。
業界の準備体制、より構造化された方法でのデータ保存、様々な機関や
異なるネットワークの間で細分化されていることが多いデータの統合を強化す
るために、さらなる支援が必要とされています。

社会イノベーションは、人々やプロセスを中心に起こっており、特に慢性疾患
において、より患者中心の医療に移行するにつれ、統合が進んでいきます。
ビッグデータの活用とアナリティクスにより、ヘルスケアプロバイダーは異なるシス
テムの間で患者のデータをより安全に統合できるようになります。このことは、
病状をよりよく把握するのに役立つとともに、患者や病院の情報にリアルタイ
ムでアクセスできるようにし、治療が続く期間全体にデータを統合し、治療と
その成果に新たな見識を与えることで、健康状態を改善したりコストを削減

できる可能性を秘めています。

臨床医、データアナリスト、企業家などが、より質が高く、より調整の取れた
治療を提供するために、データの中から有意義な情報を抽出するにはどうす
ればいいのか、模索を続けています。一方、研究機関は診断検査に一層の
関心を持っており、診断検査を全体的な病院システムに統合すれば、データ
を活用して個々の患者をモニタリングできます。
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ミシガン大学(U-M)の救急救命治療統合研究センターは、ITベンダーと共
同で、性別、血圧、心電図(ECG)など患者に関する様々なデータストリー
ムを分析する臨床決定支援ツールの開発を行っています。モバイル技術企
業およびアナリティクス企業とのパートナーシップを通じて、ビッグデータを活用

してスマートデバイスベースのシステムが開発されています。これにより、ウェア
ラブル技術とクラウドコンピューティングの統合を通じて、医師が自宅にいる慢

性疾患患者をリアルタイムでモニタリングできるようになります。すべてのデータ
を統合して、より大規模な高リスク集団を分析する計画もあります。また、こ
のツールは膨大な優れた事例のデータプールを使用した予測アプリケーション
としても使用できます。その結果、データ主導の診断と治療が可能になり、こ

れは医師と患者双方にとって、価値ベースのシステムに移行するために欠か
せないものです。

患者

ヘルスケア分野における今後の焦点は、パワーペイシェントです。ヘルスケア
産業においてポジティブな変化が起こっているのはこの分野です。多くのケー
スで、患者はヘルスケアの医師より多くの情報を得ており、もはや意思決定
プロセスにおける受動的な参加者ではなくなりつつあるため、ヘルスケア分野
で業務展開する企業は顧客の考え方を見直す必要に迫られています。これ
まで、医師に提案される治療ガイドラインに従ってきた患者は、今後、自分
にどのようなサービスが必要で、何に対してお金を出すか決定する上で、より
積極的な役割を果たすことが求められるようになります。

ソーシャルネットワーク・プラットフォームは、患者の情報に関して重要な役割

を果たしており、健康に関する行動と社会的な活動を結びつけることで、患

者エンゲージメントを推進できるチャンスがあります。患者エンゲージメントの

ためのソーシャル活動には、患者や医療・介護提供者、へルスケア専門家を
対象にした、ゲームやデータ共有、ライブディスカッションができるソーシャルメ
ディア、オンラインプラットフォーム、パネルが含まれます。患者エンゲージメント
によって得られる恩恵には、特に薬剤管理および遠隔患者モニタリングの採

用率・参加率の高さが挙げられます。これにより、患者の非構造化データを収

集し、消費者の健康に対する見識を深めることが可能になります。ウェアラブ
ル健康モニタリングシステムは、人の生理機能を非侵襲的に効率よく効果的
に監視することを可能にする診断技術の次の波になるでしょう。

このように、技術とアナリティクスには、医療従事者がリスクのある患者を効率

よく特定できるようにするとともに、患者が自身の健康データを分析するアナリ
ティクスにアクセスできるようにすることでウェルネスを推進できる可能性を秘め
ています。また、患者は自身の健康に対して、より積極的に役割を果たすこ
とができます。

ヘルスケア分野における

今後の焦点は、

パワーペイシェントです。

ヘルスケア産業において

ポジティブな混乱と

変化が起こっているのは

この分野です
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このことは、早期発見に向けた動きも推進します。成人の健康状態の80%
はライフスタイルの選択に左右されるからです。予防における社会イノベーショ

ンは、ライフスタイル関連病という重要な課題に対処するのに役立つため、ヘ
ルスケア企業にとって大きな可能性が秘められた分野です。このような疾患
は医療システムの費用を最も押し上げる要因でもあります。

特に高齢者介護において、自立と社会経験を促進するため、パワーペイシェ
ントをターゲットにイノベーションを行うことが重要な関心領域となっています。
ウェアラブルデバイス、センサー、その他の患者モニタリングデバイス、さらには
高齢者に特化したソーシャルネットワークなどの技術は、高齢者が自宅で生
活し続けられるようにしてくれます。たとえば、家の中や電化製品、患者自身

にセンサーを取り付ければ、アルツハイマー病の患者が自宅で快適に生活を
続けることができます。医療・介護提供者はセンサーとスマートフォンのアプリ
を通じて患者の動きを追跡したりモニタリングでき、食事が取られなかったり、
ベッドから出てこなかったり、転倒したり、その他何らかの危険な行動の兆候

がみられれば、警告を受け取ることができます。

11. 高齢者介護をサポートするホームケア技術の需要が飛躍的に増加

社会イノベーションの将来

これまでに見てきたビジネスモデルの多くがより完全に確立され、大規模に展

開されるようになるにつれ、社会イノベーションは様々なイニシアチブをつなぎ
合わせて、社会や生活の質を一層改善する機会を生み出すことができるよ

うになります。今後も、技術の活用によってヘルスケアが提供される方法が変

化し続けるでしょう。患者は消費者主導の、自宅でのワンクリックサービス環
境を享受できるようになり、技術の変化が健康に対する患者の期待を形作

るようになります。

今後も、技術の

活用によってヘルスケア

が提供される方法が

変化し続けるでしょう

出典:フロスト＆サリバン
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さらに、伝統的な患者と医師の関係も曖昧になり、患者が自分の治療につ
いてより情報を得て決定を下すようになってきています。患者は自身の健康

についての情報に簡単にアクセスできることを求め、モバイルヘルスアプリが医

療において定期的に使用されるようになってきています。新しい市場参加者

と新しいパートナーシップによって、今後もヘルスケア経済が推進されてゆくで
しょう。

12. 新しいヘルスケア経済の6つの主要テーマ

次のセクションでは、ヘルスケア分野における社会イノベーションが私たちの未
来に大きな影響をもたらす具体的な分野を詳しく見て、その影響を数値化
することができる主な指標を確認してみましょう。

ビジネス数値で見る市場機会

ヘルスケア分野の社会イノベーションのビジネスモデルから得られる金銭的お
よび社会的利益を考慮すると、フロスト＆サリバンは9,850億ドルの価値が
存在するとみています。この機会を数値化する際に検討された5つの主要要
素は、ビッグデータの価値、次世代ウェアラブルおよびヘルスケアアプリの価値、
世界の医療技術産業の価値、遠隔医療市場の価値、予防に費やされる
グローバルヘルスケアの価値、です。これらの主要な原動力が、2020年に
向けた私たちの社会イノベーションの予測の基盤となっています。

社会イノベーションは、上述の定量化した数値だけでなく、数値化することが

より難しい、次のような恩恵を生む上でも非常に大きな影響力があります。

すなわち、人々の長生き、生活の質の改善、発展途上国における医療への

アクセスの拡大です。

2020年までに毎年

驚異的な9,850億ドルの

価値が生まれます
出典:フロスト＆サリバン



13. ヘルスケア分野における社会イノベーション―その経済価値

ヘルスケア分野における社会イノベーションの機会を見てみると、私たちの分
析で検討したこれらの分野の間にはある程度の重複があることがわかります。
たとえば、ビッグデータの活用やウェアラブルの利用の増加は、予防の分野の
ソリューションに貢献します。

ビッグデータの価値

ビッグデータアナリティクスには、治療から予防に焦点をシフトさせ、再入院の
率を減らす可能性が秘められています。ヘルスケアセクターは、治験からシン
プルな臨床検査の結果まで、2020年には3,500～4,000億ドルの価値

があるデータを生み出すとみられます。データは様々な施設や地域の間で細

分化されています。すべてのデータをまとめれば、疾患に対する広い見識が得
られ、正確な投薬だけでなく、徹底的な住民の分析が可能になります。

ビッグデータ技術と大規模な患者グループからの遺伝情報の分析を活用す

れば、突然変異やマーカーを発見して、医薬品開発において貴重な見識を
得ることができます。これはがんの診断と治療にとって非常に重要です。この
新しい技術によって早期発見が促され、何百万人もの命を救うことができる
からです。

多数の患者から得たデータセットにデータマイニングツールを適用することで、
医療研究者は疾患の原因を突き止め、予防、診断、治療の選択肢を特
定します。これは今後、費用効率がよくなると証明されるだけでなく、疾患を
診断する方法を革命的に変化させるでしょう。
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出典:フロスト＆サリバン

1.  日立の実例:

「ハブ&スポーク型の病院医療

ブラジル・アバレ」

あらゆるサービスが提供されてい

るものの、Santa Casa of Avaré病院

には画像診断装置(IDU)がありま

せんでした。市と近隣の街の人口

が増えるにつれて、画像診断の需

要も高くなっています。

Santa Casa of Avaré病院は、市内

だけでなく近隣16地域の住民に

対しても医療サービスの不足を補

う計画でした。

日立との協力でIDUソリューション

を導入した同病院では、MRI検査

を受診するために多くの患者が

120kmも移動しなければならない

という状況が解消されつつありま

す。その結果、月に66件という予

想を上回り、わずか2か月で200件

の検査が行われました。このプロ

ジェクトが成功した大きな要因は、

柔軟性が高く使用も簡単なIDU技

術を導入したことでした。AIRIS II

は低磁場装置でありながら強力な

傾斜磁場を発生できるため、検査

は30分から40分で完了します。こ

れは同病院にとって大きなメリット

であり、全体として多くの患者を診

察できるようになりました。

AIRIS IIは取り扱いも容易で、オペ

レーターは短時間で手早く検査を

完了できます。設置に必要なス

ペースは30平方メートルほどであ

り、いったん磁場が安定すれば冷

却室も不要になるため、メンテナ

ンス費用も大幅に削減できます。

顧客のメリット:

Santa Casaは今後、増え続ける市

内の住民に対して低いコストで重

要な医療サービスを提供すること

ができるようになりました。
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次世代ウェアラブルおよびヘルスケアアプリの価値

フロスト＆サリバンでは、次世代ウェアラブルおよびヘルスケアアプリの価値は、
2020年までに世界で250億ドルに達する可能性があると考えています。ス
マートデバイス用のヘルスケアアプリの数は毎年30%増加しています。今後、
臨床レベルの機能とサポートを備えたアプリの割合が増加します。ウェアラブル
市場の拡大は複雑な健康・ウェルネスのニーズに焦点を絞った革新的な企
業によってさらに刺激されるでしょう。現在から2020年までの間に新興企業

が市場に投入するウェアラブルには、ますます洗練されたセンシング、キャプ
チャー、分析機能が搭載されるようになり、以前のデバイスよりこれらのデバイ
スが持つ臨床上の有益性がさらに高まり、関連性も強まるでしょう。

世界の医療技術産業の価値

フロスト＆サリバンでは、世界の医療技術産業は2020年までに5,000億ド
ルの規模に達すると予測しています。主な成功要因は、統合プラットフォーム、
協調型ケア、場所を問わない非依存型ケアをめざす技術です。病状や好ま
しくない健康上の結果を予防、回避、緩和する企業が有力視されます。従っ
て、主に意思決定支援ツール、ワークフロー最適化、情報管理、患者との
意思疎通に焦点が絞られます。

遠隔医療の価値

2015年末までに、世界中の600万世帯近くが遠隔医療を導入する見込

みです。遠隔医療市場は成長しており、インフラの整備、医療費還付のガイ
ドライン、試験プロジェクトの商用化などに左右されるものの、着実な増加を
見せる見込みです。世界の遠隔医療市場は2020年までに100億ドルに
達する予定で、これには遠隔患者モニタリングとテレケアサービスが含まれま
す。ここでの私たちの定義では、モバイルヘルス(Mヘルス)は除外されていま
す。

人口の高齢化と、慢性疾患管理に対するニーズが、遠隔治療を導入する

きっかけとなっています。政府や地域の保健当局によるイニシアチブが大規模
な商用展開に向けた重要な試験プロジェクトになり、遠隔医療ソリューション
の採用に貢献します。しかしながら、適切な医療費還付政策の欠如、拡張

性のないビジネスモデル、不十分な相互運用基準などの重要な障害を乗り

越えなければなりません。

2.  日立の実例:

「粒子線治療」

主な実施例:

・ St. Jude Children’s Research
Hospitalが、世界初の小児専門陽
子線治療センター、St. Jude Red
Frog Events Proton Therapy
Centerをテネシー州メンフィス
に開設。

長期治療を複雑にする要因を最
低限に抑えながら、効果を最大に
高める治療を提供することが目的で

す。

・ミネソタ州ロチェスターのMayo
Clinicのために設計・開発された
新しい粒子線治療システム、
PROBEAT-Vが商用提供のため
のFDA 510(k)クリアランスを取得。

PROBEAT-Vは日立のスポットス

キャニング技術を各治療室に導入

し、高精度な治療を提供するため

に設計された粒子線治療システム
です。

・日本における、スポットスキャニン

グ照射と動体追跡放射線治療を

組み合わせた粒子線治療システ

ム、PROBEAT-RTの製造と販売。

この治療システムの目的は、コン

パクトかつ低コストのシステムで正
常な人体組織への放射線照射を

低減することです。北海道大学が

開発した動体追跡放射線治療と、

日立のスポットスキャニング陽子線

照射技術を融合して開発されたも

ので、初めて総合病院に納入され
ました。

患者へのメリット:

粒子線治療は、治療の際に患者

が痛みを感じることなく、従来の放
射線治療に比べて副作用が非常

に少ないため、がん患者の生活の
質を改善します。



ヘルスケア分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com23

過去5～7年の間に、医療機器メーカー、製薬企業、モバイルネットワーク事
業者、電気通信ベンダーがこの市場に参入しました。ヘルスケアセクターと情
報技術セクターの融合がトレンドになっています。

予防に対する世界の医療費の価値

医療費は予防の分野で着実に増加しています。今後10年間、この傾向は
拡大を続け、慢性疾患管理がますます重視されるようになるでしょう。フロス
ト＆サリバンでは、予防に対する世界全体での医療費は2020年までに

1,000億ドルに達すると予測しています。

14. セグメント別の医療費

日立のユニークな貢献

ヘルスケア分野における日立の社会イノベーション

100年以上にわたり、社会イノベーションを世界的なパイオニアとして推進し
てきた日立は、その経営戦略の中心に社会イノベーション事業を据えていま
す。

ヘルスケアに対する日立のビジネスビジョン

日立のヘルスケア事業は、ヘルスケアIT、疾患のタイプ別の医療機器、病院
向けソリューションサービス、現在および今後の世界のヘルスケアの課題に対
応するための研究開発、という様々な内容に取り組んでいます。なお、日立
が対応している主な重点分野には、医療費の最適化、地域的および世界
的に患者の治療の成果を向上させるための高度な医療・病院管理の改善

も含まれます。

出典:フロスト＆サリバン

3. 日立の実例:

「Klinikum Wels-Grieskirchen」

病 床 数 1,227の Klinikum Wels-

Grieskirchenは、オーストリアで5番

目に大きい病院で、ヨーロッパ最

大の宗教系病院のひとつです。病

院は3つの敷地に分かれた36の病

棟、27の医局で約3,500人のスタッ

フを雇用しています。毎年、7万

8,600人以上の患者を治療し、3万

1,000件を超える手術が行なわれ

ており、毎日大量の臨床および管

理データが発生しています。

それらの情報の優れた管理方法、

臨床のワークフローの最適化、待

ち時間の短縮、コンプライアンス上

のリスク抑制などのためのITソ

リ ュ ー ションが必要でした。また、

Klinikum Wels-Grieskirchenの優先

課題としては、臨床の効率化、医

療関連などの情報交換、治療の質

改善が挙げられます。



ヘルスケア分野における社会イノベーション

© 2016 Frost & Sullivan

www.frost.com24

15. 日立のヘルスケアビジネスビジョン
ヘルスケアITおよび医療技術によるケアサイクルの様々なニーズのサポート

出典:フロスト＆サリバン

日立はヘルスケアITに焦点を定めることで、分析に基づく新しいサービスをう
みだし、患者毎に個別医療を可能にする診断サポートの提供をめざしていま
す。その好例のひとつが、日立と英国NHSグレーター・マンチェスターの協力
です。ここでは、糖尿病予防のガイドライン作りのための概念実証レベルのテ
ストが始まっています。また、日立は自治体のケアステーションや病院向けの
クラウドソリューションで地域の包括的な高齢者介護をサポートしており、ケア

の評価データが安全に共有されています。さらに、Hitachi Clinical

Repository (HCR)のヘルスケアデータクラウドサービスによって、データプラッ

トフォームは強化されます。ゲノム情報の管理が中央化され、治療のニーズ

をサポートします。また、ヘルスケアITにおいて、日立は引き続き分析ツール

を活用して、ビッグデータ分析の世界的な発展を一層サポートしていく方針

です。

疾病管理機器に対する日立のビジョンは、診断に関する機能を強化する、

というものです。スクリーニングおよび診断機器には、超音波、MRI、X線CT、

X線、骨密度測定装置、光トポグラフィーが含まれます。MRIガイド下におけ

る取り組みは、たとえば、がんの場合、手術の際にMRI画像で脳の腫瘍の

場所を可視化するのに使用されます。つまり、MRI画像で脳の腫瘍の場所

を確認しながら手術を行うことができるということです。その主なメリットには、

高い摘出率や5年生存率の改善が挙げられます。

この病院は、日立データシステム

ズが提供する可視化技術を使っ

て、ヨーロッパでも稀にみるプライ

ベートクラウドの構築に成功しまし

た。

病院のデータは、Hitachi Unified 

Storage VM (HUS VM)をベースに

した多層ストレージソリューション

に保存されています。主なメリットに

は、統合リポジトリ、全システムを

対象にした検索性、治療に関する

データへの安全なアクセス、高パ

フォーマンス、高い拡張性、優れ

たコスト効率が挙げられます。

利用者は、適切な時に、適切な場

所で、適切なフォーマットで、適切

な情報にアクセスすることができま

す。また、メーカーや場所に関係

なく、すべてのシステムを対象に

データを検索することができるのも

重要な点です。Hitachi Clinical

Repository (HCR)は、あらゆるタイ

プの臨床システムを包括的なアー

カイブに統合する柔軟性を提供し

ます。

顧客のメリット:

このシステムを用いることで、利用

者はワンストップで臨床上・管理上

のすべてのデータにアクセスする

ことができるようになり、患者のケ

アを向上させることができます。
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治療の面では、粒子線治療システム、X線システム、冷凍アブレーション治

療システムなどの機器があります。腫瘍学においては、たとえば、日立と北海

道大学の協力があります。北海道大学の動体追跡技術と日立のスポットス

キャニング照射技術を世界で初めて組み合わせ、動く腫瘍を正確に狙うこと

ができるようになりました。米国では、日立は病院と協力して分析を活用した

がん治療計画のサポートも行っています。粒子線治療の顧客が症例のデー

タを提供し、日立のアナリティクスITプラットフォームで分析できます。これらの
イニシアチブすべてを通じて、日立がめざすのは、特定の治療分野においてイ

ンテリジェント手術室を開発し、ケアサイクルをサポートするソリューションを立

てられるようにすることです。

病院向けソリューションサービスでは、ケアサイクル全体で中核病院と診療所

をつないで地域医療の質を改善することをめざしています。たとえば、久留米

大学病院向けの日立のソリューションは、医療連携、診断、陽電子断層撮

影法(PET)をサポートするとともに、エンジニアリングや運営、財政面での支

援なども行います。久留米大学病院が期待する成果には、地域のパートナー
シップの強化と新規患者数の増加、平均入院期間の最適化による病床利

用率の改善、画像診断センターの最適化が含まれています。日立の目的は、
高度なITソリューションを通じて病院とケアサイクル全体を最適化するソリュー

ションサービスを提供することです。

研究開発の面では、将来、再生医療を発展させる生産技術の開発を加速

させています。日立は、政府のプロジェクトスキームの支援を受けた業界と学

界の協力を通じて生産技術および輸送技術を開発することで、再生医療に

対して総合的なサポートを提供しています。たとえば、日立ハイテクノロジー

ズは臨床試験機器を、日立のヘルスケア社は術前・術後診断機器を、日

立物流は細胞輸送技術(細胞が管理された環境のもとで確実に輸送され

るようにする)を提供するほか、日立の研究開発グループは自動培養技術を

提供しています。日立の再生医療関連技術と研究開発の融合が、今後の

研究開発のビジョンを支えています。

日立のヘルスケア事業が取り組んでいる重要な課題には、以下が含まれま

す。

人口の高齢化と慢性疾患の問題に取り組むための対応•

予防や高齢者介護などの分野への拡大•

国の医療費の増加•

発展途上国の医療水準の改善•

高度な医療向けITソリューションおよび広範なITソリューションの活用•
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このビジョンの重要な要素は、健康、安全、生活の質を改善することで、「健

康で長生き」を願う点です。ヘルスケアITおよび医療技術がケアのサイクルの

様々なニーズをサポートします。日立は、人の一生のあらゆる段階および側

面を通じて、ヘルスケアの提供を改善することをめざしています。

16. 日立のヘルスケアビジネスビジョン
効率の良い優れた質のヘルスケアに向けたイノベーション

顧客の価値をサポートするパートナー

出典:フロスト＆サリバン

「日立はヘルスケア分野において、幅広い事業を展開している点が特徴的

です。技術の観点では、病院、総合診療クリニックならびに画像診断システ

ムなどにおける情報の管理を行うことができます。他には、このような情報の

測定方法、MRIおよびCTのキャプチャー方法などに取り組んでいます。分析

全体が現在のヘルスケアの膨大な部分を占めており、どのように情報を入手

し、保存するかよりも、どのように情報を分析するか、その情報で何をするか、

ということが重要になっています。これはさらに、ヘルスケアが今後どのように変

化していくか、という問題につながります」

日立データシステムズ　Eヘルスソリューションスペシャリスト　Nick Scholes

「ヘルスケアの世界市場は、人口の高齢化と慢性疾患という二重苦に直面

しています。現状では、総ヘルスケア費の70%が、慢性疾患管理に当てら

れています。これらの患者の健康状態を改善するため、慢性疾患の病状を

管理したり、自己管理するための新しい技術の活用に向けて、できることは

たくさんあります」

日立コンサルティング　Adrian Conduit

社会レベルでの日立の役割

コミュニティの健康およびウェルネスは、社会の共同責任です。医療技術と
B2Sビジネスモデルには果たすべき膨大な役割があります。メガトレンドの主
要要素、「健康、ウェルネス、ウェルビーイング」は、地球上の全人口に持続
可能なヘルスケアをもたらします。
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重要なサブトレンドは、病院をハブとし、診療所と在宅治療をスポークとする

「ハブ＆スポーク型病院治療」の推進です。このケースでは、日立はブラジル

のアバレに重要な医療スポークを整備し、広範な地域に救急治療サービス

を提供するのに必要な技術を導入しました。このプロジェクトはB2S協力の

素晴らしい例であり、ヘルスケアの課題に対処する強固なビジネスモデルとな

っています。

他には、社会レベルでの日立の役割の例として、粒子線治療(PBT)の活用

が挙げられます。これは対外照射療法の高度な形で、日立の診断・臨床事

業の一部です。PBTは放射線が周辺の健康な組織に波及しないよう、腫

瘍を直接ターゲットにするものです。PBTは治療の際に患者が痛みを感じる

ことなく、従来の放射線治療に比べて副作用が非常に少ないため、がん患

者のQuality of Lifeを改善します。ほとんどの場合、患者は治療を受けなが

ら日常活動を継続することができます。副作用が少ないため、PBTは特に小

児がんの治療で拡大するとみられています。

ビッグデータにおける日立の役割

ビッグデータを活用した日立の社会イノベーションは、データシステムソリューショ

ン、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを組み合わせ、ヘルスケア機関の情報

管理をサポートし、データを効率よく整理できるようにします。たとえば、

Klinkum Wels-Grieskirchen病院向けの日立データシステムズのプライ

ベートクラウドソリューションは、日々生まれる大量のデータによってもたらされ

る課題に対応し始めました。

その他のケーススタディとしては、病院経営効率向上に関するコペンハーゲン

プロジェクトがあります。Bispebjerg and Frederiksberg大学病院と日立

は、ITを活用して病院経営の効率を向上するソリューション作りをめざしてい

ます。

ケアサイクル・イノベーションにおける日立の役割

日立は、世界中の現在のヘルスケアの課題に対処するため、ケアサイクル全

体に技術とソリューションをもたらすこと取り組みを行っています。予防と健康

診断、スクリーニングと診断、治療、予後、高齢者介護をめぐるケアサイクル・

イノベーションの目的は、効率が良く、優れた質のヘルスケアを提供することで

す。特に予防医学が重視されており、健康診断データのビッグデータアナリティ
クスを通じてライフスタイルに起因する疾病を予知し、その医療費を削減する

ことが期待されています。

3. 日立の実例:

「コペンハーゲンプロジェクト

病院経営効率の向上」

2013年以降、デンマークは「スー
パーホスピタル」コンセプトを推進
しています。最先端の医療施設を
国内16か所に設置し、医療費を削
減して、医療サービスのレベルを

向上させることを目的としています。

Bispebjerg and Frederiksberg大学
病院と日立は、このプロジェクトの

ためにそれぞれの経験とノウハウを

組み合わせました。Bispebjerg and
Frederiksberg大学病院には豊富
な医療データと病院経営・運営に

おける幅広い経験があり、日立は
ヘルスケア分野の医療施設・設備
とビッグデータ分野におけるITの活
用に関する専門知識を提供します。
このプロジェクトの目的には、様々
な分野を対象にした新しいソリュー

ションを開発することで、「設備と人
間の行動に関するデータを組み合

わせた次世代の病院経営」も含ま
れています。

顧客のメリット:

病院が設定した目標(診察できる外

来患者の数を増やすなど)を達成

するため、病院経営の効率を向上

させます。
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データとインフォマティクスを活用して知識ベースの予知ヘルスケアを導入する
ことにより、人口動態および社会的傾向や、人口の高齢化、進行性の長期
疾病、医療費の上昇といった課題の一部を緩和できるようになってきました。

英国グレーター・マンチェスターの国民保健サービスのケーススタディは、世界
的な課題に効果的に対処するために、B2S協力において、いかに様々なス
テークホルダーの間に技術を展開することができるかを示しています。日立は
既存のヘルスケアの課題に新しいIT主導ソリューションを導入し、データを活
用するスマートソリューションを利用して、ヘルスケアの課題に対して、病気が

発生してから対応するのではなく、発生する前に予防できるようにしています。

グレーター・マンチェスターにおける医療の課題はここに限定されたものではな
く、世界的な現象の一例を示したものです。IT管理されたデータの形でイン
テリジェンスをヘルスケアのプロセスに導入することは、世界で必要とされてい
ます。さらに、このような試験的研究の展開によって、カウンシル、公的医療
当局、グレーター・マンチェスターの住民を代表するステークホルダーすべてが
ソリューションを経験し、共同で発展できるようになりました。このソリューション

はさらに広範な地域で展開されています。

まとめ

ヘルスケア分野における社会イノベーションは、コスト、質、アクセスをめぐる重
要な課題の一部に私たちが対応できる未来を実現させようとしています。こ
のホワイトペーパーをめぐる私たちの研究は、ポジティブな変化をもたらす技術
と新たなビジネスモデルというコア要素に基づいて、ヘルスケア分野における社
会イノベーションの機会は膨大であることを明らかにしました。私たちは、「健
康」が社会イノベーション事業の最も説得力ある分野のひとつであると確信し

ています。これはグローバルな現象ですが、ヘルスケア・システムへのアクセスが
限定されている地域でアクセスを拡大するにせよ、ケアの質や効率を改善し
て医療費を削減するにせよ、人々の生活に大きな変化をもたらす、地域ごと
に異なる多数の機会が存在しています。

私たちはまた、コネクティビティと融合がけん引する世界では、ヘルスケア分野

における真の社会イノベーションがより良い未来を可能にすることを確認して

きました。この未来では、交通、水道、衛生、小売、セキュリティ、教育、エネ
ルギーなどの個別の要素がヘルスケアとともにコミュニティにおける人々の生活

を向上させ、持続可能性を改善します。

ヘルスケアのデジタル革命によって可能になり、コネクティビティと融合に推進

された社会イノベーションが、ビッグデータアナリティクスとモノのインターネットを
活用して価値を高める革新的なソリューションの誕生を促していく未来が実
現するでしょう。

4.日立の実例:

「国民保健サービス

英国グレーター・マンチェスター」

日立とNHSグレーター・マンチェス
ターは、英国マンチェスターで2つ

のプロジェクトを実施しています。

1つ目は高度なプライバシーとセキュ

リティを活用した新サービスを提供

するために、医療情報の共同利用
を促す統合データプラットフォーム
を開発するプロジェクトです。

2つ目は、ライフスタイル改善プログ

ラムを利用した糖尿病治療に関す
るプロジェクトです。ここで使われて
いるITシステムは、地域社会の医療
をすぐに改善することができます。

データが医療エコシステムを可視化
し、マンチェスターのヘルスケアプ

ロバイダーがその課題を知り、あら

かじめ計画を立てられるよう促すこと
で、人口動態の傾向が対処されず
社会に広範なダメージが広がるのを

防ぎます。日立が開発したインフォ

マティクスプラットフォームによって、
セキュリティとアナリティクス技術を

利用した高水準の新しい医療サー
ビスを提供できるようになり、糖尿病
対策のためのライフスタイル改善プ
ログラムも現実のものとなりました。

こうしたヘルスケアのニーズは社会

が求め、政府が認識しているもので

すが、それを実現可能としたのはテ
クノロジーとITであることは間違いあ
りません。

顧客のメリット:

日立のアナリティクス能力とNHSの
臨床知識を組み合わせることで、個
別化されたケアを提供するための

診断サポートが生まれました。
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このような価値は、社会のレベルからシステムのレベルへ、そして患者のレベル

まで行き渡ります。患者がこれまでになく自身の健康を管理するようになり、

パワーペイシェントが台頭します。

日立はすでに、ヘルスケア分野におけるこの社会イノベーションのビジョンを世
界中で率先しています。ケアサイクル全体で製品とソリューションを提供するこ
とに焦点を当て、新しい見識を得、保存し、精製し、分析し、可視化するビッ

グデータアナリティクスと、インターネットに接続された何十億台ものデータ生
成デバイスが新しい産業革命を生み出すモノのインターネット化、双方を活
用しています。日立は、デバイス、データ、医療・介護提供者をまとめ、実用
的な見識を提供する、コネクテッドヘルスの統合型ケアソリューションでより健
康な暮らしを推進します。

人口の高齢化が進み、コスト圧力が強まるのに伴い、私たちはヘルスケア分

野の社会イノベーションは2020年までに9,850億ドルの価値が生まれると

特定しました。これは、ビッグデータ、ウェアラブルおよびヘルスケアアプリ、医療

技術、遠隔医療、予防に対する投資の影響をまとめたもので、これらすべて

がこの価値の創出に貢献しています。

ヘルスケアが高度なITソリューションと融合するにつれ、将来ヘルスケア分野

に最も大きな影響を与えるプレイヤーは、予防から高齢者介護まで、ケアサ
イクルのあらゆる要素にイノベーションをもたらしてくれるでしょう。日立のような
企業は、ケアサイクル全体で社会イノベーションを推進することにより、社会、
システム、患者に利益をもたらします。ヘルスケアITを活用した予防の重視、
データプラットフォームを活用したケアサイクルの結びつけ、疾病関連機器の
導入、病院向けソリューションサービスの提供、再生医療などの分野におけ
るさらなる研究開発のためのプラットフォーム作りなどです。たとえば、日立の

疾病関連ソリューションは、スクリーニング・診断や、治療をサポートします。そ

の主な目的は、診断関連機能を強化することです。病院向けソリューション

サービスは、ケアサイクル全体で中核病院と診療所をつないで地域医療の

質を改善することをめざしています。その目的は、ITを通じて病院とケアサイク

ル全体を最適化するソリューションサービスを提供することです。

日立がヘルスケア分野における社会イノベーションを実現し、医療費の最適

化、高度医療機器、病院経営の改善に取り組むことで患者の治療の成果

を改善することができるのは、ひとえにこのような技術の進歩があるからです。

日立のような企業は、

ケアサイクル全体で

社会イノベーションを

推進することにより、

社会、システム、患者に

利益をもたらします
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社会イノベーションに関するその他のホワイトペーパー

社会イノベーションを定義し、世界への影響を数値化するという私たちの研

究[http://social-innovation.hitachi/jp/whitepapers/]を受けて、それぞれ

の産業における社会イノベーションに関する一連のホワイトペーパーが作成さ
れており、この文書もその一部として発表されました。インフラと社会に真の改

善をもたらす社会イノベーションの様々なセクターにまたがる影響とコネ
クティビティと融合という決定的なテーマを念頭に置きながら、非常に重要な
産業セクターについてさらに深く掘り下げていきます。

私たちはこれまでに、交通・モビリティ分野における社会イノベーションに関す
るホワイトペーパーと、エネルギー分野における社会イノベーションに関するホ
ワイトペーパーを発表しています。
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フロスト＆サリバンについて

フロスト＆サリバンは、独自のリサーチに基づいて企業のビジネスを成長に導く

グローバルな知見を提供し、ビジネスの新たな成長機会の創出からイノベー

ションの実現までを支援する、リサーチとコンサルティング機能の両方を兼ね

備えた企業のナレッジパートナーです。世界40拠点以上のグローバルネット
ワークを軸に、世界80カ国ならびに300に及ぶ主要な全てのマーケットを網
羅することで、メガトレンドや海外新興市場の台頭、テクノロジーの進化など

のグローバルな変化に対応し、企業がグローバルなステージでビジネスを成功

さ せ る た め の 360度 の視点 に基 づ い た知見 を提供 し て い ま す 。

http://www.frostjapan.com

日立製作所について

日立製作所(TSE: 6501)(本社: 東京)は、優れたチームワークとグローバ
ル市場での豊富な経験によって、社会が直面する課題にイノベーションで応
えます。2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)の連結売上高

は9兆7,619億円(813億米ドル)に上ります。日立は、これまで以上に社
会イノベーション事業に注力しており、これには電力・インフラシステム、情報・

電気通信システム、建設機械、高機能素材・コンポーネント、オートモティブ

システム、ヘルスケアなどが含まれます。日立についての詳細は、同社のウェブ

サイト、http://www.hitachi.co.jpをご覧下さい。
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