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第２章　注目トピック解説第２章　注目トピック解説

（1）の患者向けソリューションについては、（a）
睡眠薬の代わりに医師が患者に処方するスマート
フォンアプリ、（b）鼻腔に挿入して睡眠時の気
道を確保するデバイス、などがある。 
（2）の一般向けソリューションとしては、（c）

体内時計を整えるスマートフォンアプリ、（d）
目に入る光量を調節するデバイス、（e）脳波と心
拍数を使った睡眠改善ソリューション、（f）呼吸
を整えて入眠を支援するデバイス、などがある。

これら、睡眠をめぐる多種多様なデジタルヘル
ス・ソリューションの詳細を順に見ていこう。 

（1）患者向けソリューション
睡眠薬代替アプリから鼻腔挿入デバイスまで
患者向けソリューションのうち、（a）の睡眠薬

の代わりに医師が患者に処方することを想定した
スマートフォンアプリが、サスメドが手掛ける

「yawn」だ。2016年秋から臨床試験を実施して
おり、2017年度中の治験開始、2020年に医療機
器として提供することを目指している。 

認知行動療法を処方アプリで

睡眠薬の代替を提案する狙いについて、サスメ
ド 代表取締役で医師の上野太郎氏は「睡眠薬が
有効な患者は限られており、効果があっても再発
する恐れがあるため」と語る。現在日本では、
500万人以上の人が睡眠薬を服用しており、人口
当たりの睡眠薬処方量は他の先進国に比べて格段
に多い。しかし、服用するうちに耐性ができて徐々
に効かなくなったり、患者が依存してしまったり
する恐れもあるという。 

そこで目を付けたのが、認知の歪み（心身にス
トレスを与える思考パターン）のある人の不安や
強迫観念を取り除く「認知行動療法」である。不
眠症に対する有用性は10年以上前に示されてお
り、「米国では不眠治療の第一選択になっている。
睡眠薬よりも優れた治療効果が見られる」と上野
氏は話す。この認知行動療法を実装したスマート
フォンアプリが、yawnというわけだ。 

生まれてから死ぬまで毎日欠かさずに取る必要
がある“睡眠”。人生のおよそ1/3の時間を費や
すとも言われているその膨大な時間をめぐり、さ
まざまなデジタルヘルス・ソリューションがしの
ぎを削り始めた。日常の入眠支援から睡眠に関す
る疾患の治療まで、アプリやデバイスを使ったさ
まざまなソリューションが続々と登場し始めてき
たのである。 

そもそも睡眠に関する悩みは、現在5人に1人
が抱えているといわれているほど一般的なもの。
しかも不眠症患者は、交通事故のリスクが2.5～
4.5倍に上がり、産業事故のリスクは8倍に跳ね
上がるというデータもある。このようなヒューマ
ンエラーを加味すると、日本では睡眠障害によっ
て年間3.5兆円もの経済損失が生じているとされ
る。不眠症や睡眠時無呼吸症候群（SAS）は、他
の疾病の発症リスクを高める恐れもある。 

個人の健康を維持させるだけでなく、経済発展
の一助にも成り得る睡眠周りのソリューション
は、デジタルヘルス領域において大きな潜在市場
と成り得る可能性を秘めている。それを象徴する
かのように、2017年1月に米国ラスベガスで開
催された「CES 2017」では、国立睡眠財団（NSF）
が「Sleep Tech マーケットプレイス」を開催。
10の企業がブース出展し、睡眠関連のアプリや
デバイスを披露した。世界的にも睡眠周りの市場
に期待が寄せられていることがうかがえる。 

この波は、もちろん日本にも押し寄せている。
国内で最近登場してきた睡眠周りのソリューショ
ンは、大きく2つに分類できる。すなわち、（1）
医療機器の認可を得て“患者向け”に提供するこ
とを想定したもの、（2）ヘルスケアの用途で“一
般向け”に提供するもの、である（表）。 

睡眠周りのソリューションが続々登場
個人の健康維持だけでなく、経済発展の一助に
も成り得る睡眠周りのソリューションは、デジ
タルヘルス領域において大きな潜在市場と成
り得る可能性がある。国内で最近登場してきた
ソリューションの詳細を順に見ていこう。
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って行う必要があるという。1人の医師が30分
に1人の患者しか診れないと病院の経営を悪化さ
せる懸念があるため、「現状では睡眠薬に頼る医
療を行わざるを得ない」（上野氏）のが実態だ。 

今回のアプリは、“医師が処方する”ことを重
視する。これは、認知行動療法によって「患者の
生活リズムが一変することでリスクが伴うため、
医師の監督が必要だから」と上野氏は述べる。例
えば、治療開始後3週間程度は日中の眠気が強ま
る傾向にあり、この期間は交通事故のリスクが高
まるなどの恐れがあるという。 

なお、現在実施している臨床試験では、プラセ
ボ試験を行っていることも興味深い。認知行動療
法を実装していない“プラセボアプリ”なるもの
を作り、今回のアプリとプラセボアプリのどちら
かを患者に処方してその効果を比較している。こ
れは、「病院に行って医師の監督を受けたという
ことや講演やコンサルタントを受けたという事実
に安心し、眠れるという事例も多くあることを考
慮した」と上野氏は話す。 

yawnを使った治療の流れは次のように想定し
ているという。まず、病院で不眠症の診断を下し
た医師が患者にアプリを処方する。患者はアプリ
のチャット画面に日々の睡眠の情報を入力する。
すると、チャット上でアルゴリズム化された会話
が始まり、画面を通じて患者に認知行動療法を施
す。 

例えば、仕事に関することを布団に入ってから
も考え目が冴えてしまう患者には、「寝る直前で
はなく夕方など早い時間にストレスとなる問題を
書きだす作業をさせるようチャットを通じて働き
かける」（上野氏）。そうすることで、今日は十分
その問題について取り組んだという満足感が得ら
れ、布団に入って考え事をするという悪循環を断
ち切ることができるというわけだ。 

今回、認知行動療法をアプリに実装したのは、
日本の臨床現場では「認知行動療法を“対面”で
行うことが現実的には難しいため」と上野氏は話
す。もし対面で認知行動療法を行うことになれば、
1、2週間に一度、30分間の治療を8週間にわた

表　睡眠周りのデジタルヘルス・ソリューションの例
想定対象 企業 技術・サービスの内容 現在の開発・提供状況

患
者
向
け

サスメド
認知行動療法を使って不眠を改善するスマートフォンア
プリ「yawn」。医療機器として医師が患者に処方する提
供の形を目指している

2つの医療機関で臨床試験を行っている。
2020年の提供開始を目指す

seven dreamers 
laboratories

クラスⅠの医療機器である鼻腔挿入デバイス「ナステン
ト クラシック」。睡眠時に気道を確保することで、いびき
や無呼吸の改善が期待できる

2014年7月に国内で提供開始。2016年12月
に利用者が夜中にナステントを外し、誤飲す
るという事故が発生。以来、国内販売を中止
しており、販売再開時期に関しては監督官庁
と協議を進めている（2017年5月12日時点）

一
般
向
け

O:
認知行動療法を基にしたスマートフォンアプリ「睡眠コー
チングサービスO:」。個人の体内時計を調節する支援を
行う

2017年3月21日に提供開始

Blue Green Group
アイマスク型デバイスとスマートフォンアプリの入眠支援
ツール「Neuroon」。高照度光療法を応用し、アイマスク
から照射する光を調節する

2016年9月にソフトバンクが運営する消費者
参加型プラットフォーム「+Style」で提供開
始

ニューロスペース
自社開発した脳波センサーとパナソニック ソリューショ
ンテクノロジーの着衣型生体センサーを組み合わせた睡
眠改善ソリューション

現在開発中。2017年夏の提供開始を目指す

ねむログ
ウエアラブルセンサーとスマートフォンアプリを組み合わ
せた入眠支援ツール「2breathe」。利用者の呼吸を測定
しながら呼吸のガイドを行う

2016年3月に提供開始

東京西川
睡眠コンサルティングサービス「ねむりの相談所」。富士
通と共同開発した活動量計を併用して活動量や姿勢、寝
返り回数を測定し、睡眠環境改善のアドバイスを行う

2017年3月23日に提供開始

ロビット
スマートカーテン「めざましカーテン mornin'」。スマート
フォンアプリで起床時間を設定すると、その時間にカーテ
ンが開き、起床を促す

2016年7月に提供開始
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第２章　注目分野重点レポート

医師による対面での死後診察によらず、テレビ
電話などの情報通信機器（ICT）を用いて看護師
との連携により死亡診断を行い、死亡診断書を交
付すること。
「規制改革実施計画」（2016年6月2日閣議決定）
を受け、2016年度厚生労働科学研究「ICTを利
用した死亡診断に関するガイドライン策定に向け
た研究」で基本的考え方や具体的手順などの研究
がなされ、2017年9月12日に厚生労働省医政局
から通知された（通知およびガイドラインはこち
ら）。同省は死亡診断の補助を行う看護師向けの
研修を始め、遠隔での死亡診断の運用を開始する。
在宅患者などの死亡時に医師が遠方にいるなど
の理由で、ただちに死後診察や円滑な死亡診断書
交付ができず、戸籍法に基づく市町村長に埋葬・
火葬許可の申請ができないといった問題を解消す
るために考えられた。
ICTを利用した死亡診断を行う際には、次の5
つの要件をすべて満たしている必要がある。
（1）医師による直接対面での診療の経過から、
早晩死亡することが予測されていること。
（2）終末期の対応について事前の取り決めが
あるなど、医師と看護師と十分な連携が取れてお
り、患者や家族の同意があること。
（3）医師間や医療機関・介護施設間の連携に
努めたとしても、医師による速やかな対面による
死後診察が困難な状況にあること。
（4）法医学等に関する一定の教育を受けた看
護師が、死の三兆候（心停止、呼吸停止、対光反
射の消失）の確認を含め医師とあらかじめ決めた
事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報
告できること。
（5）看護師からの報告を受けた医師が、テレ

ビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合
わせて患者の状況を把握することなどにより、死
亡の事実の確認や異状がないと判断できること。

ICTを用いた死亡の事実の確認は…

ガイドラインでは、これらの要件それぞれに具
体的な詳細事項が示されている。
例えば、（1）の「生前の直接対面での診療」
については、死亡14日以内の直接対面診療を行
っている必要があるとしている。また、早晩死亡
が予測された場合、その事実を看護師、家族・患
者に説明していることも求めている。
（3）では、速やかな対面による死後診察が困
難な状況として、正当の理由があり、対面による
死亡診断を行う前に12時間以上を要することが
見込まれる状況を挙げている。（4）の「法医学
等に関する一定の教育」には、法医学等に関する
講義、法医学に関する実地研修、看護に関する講
義・演習の3つのプログラムが示され、履修する
必要がある。
（5）の「テレビ電話装置等のICT」では、映像
と音声によるリアルタイムの双方向コミュニケー
ションが可能な仕組み、適切なセキュリティー下
で文書および画像を送受信できる体制とし、それ
らを組み合わせて患者の状況を把握できる必要が
ある。
また、ICTを用いた死亡の事実の確認は、心停
止・呼吸停止・対光反射の消失の手順をリアルタ
イムで医師に報告しつつ、5分以上の間隔をあけ
て2回実施すること、としている。

遠隔死亡診断

立法府からの遠隔診療推進、秋野参院議員が語る（2015年12月10日）
「遠隔診療」の誤解を解いた事務連絡の正しい読み方（2016年3月30日）

遠隔死亡診断（2017年10月5日）

主な関連情報

主なトピック
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第３章　ベンチャー動向データベース第３章　ベンチャー動向データベース

ITを活用するなどして医療への新たなソリュ
ーション提供を目指すベンチャー企業が目立ち始
めている。最近では、医師が自ら起業するケース
も多くなってきた（開業など医療行為を行うため
の起業ではなく、いわゆる企業を立ち上げる起
業）。このほどニコチン依存症治療アプリ「Cure-
App 禁煙」の治験を始めたキュア・アップも、
内科医が起業したベンチャー企業である。

医師が自ら起業するかは別にして、医療関連分
野のベンチャー企業が成功するためには、医師な
どの医療従事者がこれまで培ってきた知見やネッ
トワークが必要だとの声が多い。日経デジタルヘ
ルスが2017年2月に開催した「デジタルヘルス
ベンチャー祭り」に登壇した、経済産業省 商務
情報政策局 ヘルスケア産業課 課長補佐（当時）
の富原早夏氏は次のように指摘した。「ベンチャ
ー企業育成などのため、我々の課ではさまざまな
サービスモデル実証の補助を手がけてきたが、検
証の結果、地域の医療従事者と密接に連携して取
り組んでいる企業が活躍していることが分かっ
た」。

では実際、医師はどのような意識を持っている
のか。日経メディカルOnlineの医師会員を対象

に、起業についての調査を行った。

社会全般と比べると意識はやや低い？

「起業したいと考えたことがあるか？」を尋ね
たところ、11.8％（364人）が「ある」と答えた

（「既に起業したことがある」との回答も「ある」
に含めた）。

日本政策金融公庫総合研究所が2016年3月に
発表した「2015年度 起業と起業意識に関する調
査」のアンケート結果では、「起業に関心あり」
が17.7％、「以前は企業に関心があった」が11.9
％、「以前も今も起業に関心なし」が70.4％とな
っている（全国の18～69歳までの男女26万608
人にインターネットによるアンケートを実施）。
この結果と比べる限りは、医師の起業への関心は
やや低めのようだ。

次に、起業したいと考えたことがあると回答し
た割合を、男女別、年代別、所属別に見ていくと、
男女別では男性がやや高かったものの、大きな差
は見られなかった。

20代と60代の意識が高い？

年代別では、20代と60代がそれぞれ16.4％、

医師3076人に聞く「起業への意識」

ある
11.8%

起業したいと考えたことがあるか？

（n=3076）

ない　88.2%
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識があることの表れと言えそうだ。
次に、「もし自分が起業すると考えた場合、何
が不安だと感じるか？」という質問（複数回答可）
に対しては、「起業するつもりはない」が最多と
なったが、それを除くと「成功するかどうか」が
最も多かった。続いて「準備資金」「生活（収入）」
「今の仕事への影響」となった。「将来、今の仕事
に戻れるか」への心配は少ないことが分かった。

16.5%と、他の年代に比べて高めの結果となった。
まだ20代のうちは起業に対する関心が比較的高
いものの、30～50代になると本業に没頭するよ
うになる傾向を示していると推察できる。60代
で再び高くなっているのは、セカンドキャリアへ
の意識なのかもしれない。
所属別では、勤務医に比べて開業医の割合がや
や低くなった。これは、開業自体が起業に近い意
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HoloEyes株式会社
設立年月日 2016年10月21日 資本金 1億6000万円

代表者 谷口直嗣 URL http://holoeyes.jp/

コンタクト先 kenichi.shinjo@holoeyes.jp

株式上場の意向 無 業務提携の意向 有

事業概要（主な取り組み／手掛けているプロジェクト）

これまでの医療の現場では、三次元構造である人体を、CTやMRIなどの二次元の平面画像で確認し、医師の脳
内で立体に変換していました。手術前の計画や、手術中の確認なども、平面画像や平面モニターなどの制約の中
で行われてきました。我々は、CTなどの画像データをベースに、３Dポリゴン化し、患者ごとのVRアプリケー
ションを提供します。これにより、VR（Virtual Realty）空間の中で外科手術の計画を検討でき、医療従事者間
でその内容を共有することが可能となります。また、実空間と重ね合せるMR（Mixed Realty）技術により、手
術中に術野を目視しながら、空間に浮かべたVRデータを確認し、医療従事者間でコミュニケーションすること
も可能となります。また、患者説明としての使い道も模索しています。さらに、VR/MR空間内の医師の目線や
動きを記録し再生する機能により、優れた教育コンテンツを生み出すことが可能となり、国内外の医療機関・医
療教育の従事者に向けて提供します

主要メンバーの氏名と経歴

代表取締役CEO兼CTO　谷口直嗣（経営・技術開発）
横浜国立大学建設工学科船舶海洋工学コース卒業。株式会社日本総合研究所を経て、株式会社ナブラにてCGの研究開発
に従事。その後、フリーランスにてゲーム、CGの研究開発、インタラクティブコンテンツの企画開発、スマートフォンア
プリの企画開発を行う。女子美術大学非常勤講師も勤める
取締役COO　杉本真樹（医師・医学博士・サービス開発）
国立病院機構東京医療センター外科、米国カリフォルニア州退役軍人局パロアルト病院客員フェロー、神戸大学大学院医
学研究科消化器内科 特務准教授を経て現職。日本外科学会専門医・認定登録医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本内
視鏡外科学会技術認定取得者・医工連携推進委員。帝京大学 客員教授。千葉大学 特別研究准教授。神戸大学大学院 客
員准教授。国際医療福祉大学大学院 准教授
取締役CSO　新城健一（ビジネス開発・営業企画）
AllAboutの起業から上場までプロデューサーとして参画。2008年ソフトバンク子会社としてAPPLIYA株式会社を設立、
COO就任。2011年株式会社ホオバル取締役。東京学芸大こども未来研究所教育支援フェロー、株式会社Sollation顧問、
スマートメディカル株式会社ICT事業本部顧問、ミスルトウ株式会社フェローも務める

将来の事業展望（計画）

2017年9月までのR&Dフェーズ、2018年3月までのβ版フェーズ、2018年4月からの本格サービスと、フェー
ズを分けた事業計画に合わせて資金調達、助成金活用を進めてきました。今後の事業展開としては、肝胆膵をは
じめとする外科領域における敷衍（ふえん）と、整形外科領域、歯科領域への導入拡充を目指しつつ、患者説明
やペット医療など周辺領域への活用市場拡大を検討します。また、獲得するデータの教育コンテンツとしての活
用を軸に、日本の医療の海外輸出の動きと足並みを揃えた海外展開を検討していきます 

希望提携先の業種・重点領域や希望する提携の形態

整形外科領域では、VR/MR空間内に医療機器のポリゴンデータを表示し、個別の患者データと組み合わせるこ
とで、実際の治療前の検討、若手医師への指導、機器の説明などを行なっています。患者ごとのデータと組み合
わせることで価値を生み出すことのできる、医療機器メーカー、CTなどの撮像機器メーカー、放射線治療機器
メーカーなどとの連携が、新しい時代をつくる可能性を感じます。また、患者説明でのコミュニケーションツー
ルとしての導入に関しては、各種会員サービスを提供されている企業（保険、クレジットカードなど）との連携
も、新たな商流の可能性を感じています
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サスメド株式会社
設立年月日 2015年7月31日 資本金 9150万円

代表者 上野太郎 URL http://susmed.co.jp/

コンタクト先 support@susmed.co.jp	 	

株式上場の意向 有（2021年目処） 業務提携の意向 有

事業概要（主な取り組み／手掛けているプロジェクト）

不眠症は抑うつ症状などの精神疾患や、高血圧症、糖尿病のリスク因子となることが知られ、適切な不眠症治療
とその予防は種々の疾患リスクを抑えるとともに、経済的観点からも健康経営と生産性向上を考える上で極めて
重要な課題です。不眠症に対する治療は、医薬品に依存しない認知行動療法が推奨されていますが、日本では
臨床現場でのマンパワーの不足から普及が進んでいません。弊社では不眠症の治療用アプリを開発し、ICT活用
により医療の最適化を目指しています。これまでに医療機関との共同研究により臨床試験を行うとともに、デジ
タル医療データの利活用のためのAIシステムを開発しました。将来のデジタル医療開発のためのプラットフォー
ムとして、質の高い臨床試験を適正な費用で実現可能にするシステム開発も進めています

主要メンバーの氏名と経歴

■代表取締役	CEO	上野太郎（医師・医学博士）
臨床研修後、博士号取得。睡眠医学・睡眠医療分野での科学業績を多数有し、臨床医として専門外来診療も継
続。日本睡眠学会の評議員を務める。井上研究奨励賞など受賞
■取締役	COO	市川太祐（医師）
臨床研修後、データサイエンティストとしてレセプト、健診等医療系ビッグデータの分析に携わる。著訳書に
「データ分析プロジェクトの手引き」「R言語徹底解説」「Perfect	R」等
■最高技術責任者	CTO	本橋智光（エンジニア）
SIerの研究員、Web系企業の分析者を経て現職。基盤・アプリ・機械学習・数理最適化等幅広くこなす。直近
では量子コンピュータの応用にも従事。KDD	Cup2015	2ndなど受賞。記事や本の執筆多数

将来の事業展望（計画）

デジタル医療の普及により、質の高い医療データの蓄積と、その利活用による事業展開を行います。弊社で開発
した医療データ分析用AIを用いることで、健康保険組合などヘルスケア業界における業務の効率化を実現しま
す。さらに、医薬品・医療機器開発におけるハードルの一つである臨床試験において、デジタル医療とブロック
チェーンを組み合わせた弊社システムにより、質の高い臨床開発を実現可能にします	 	 	

希望提携先の業種・重点領域や希望する提携の形態

臨床現場における最適な医療の提供のために、医薬品・医療機器企業との業務提携を希望します。また、臨床
開発の効率化のために、医薬品・医療機器開発受託機関の方々との業務提携を希望します
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第５章　注目分野重点レポート

ここでは、私が遠隔診療について常々思ってい
ることについてお話しさせていただきます。具体
的には、遠隔診療がこれからどうなっていくのか
という可能性をはじめ、遠隔診療をめぐるさまざ
ま言説への懸念についてです。その上で、どうい
ったところを我々は期待し、行政としてバックア
ップしていくのかといったことを含めてお話しで
きればと思います。

私は2006年に入省し、診療報酬の改定を担当
する部署に配属されました。そして2008年の診
療報酬改定に携わりました。その後、障がい者政
策や留学を経て、日本に帰ってきて医事課に配属
になり、遠隔診療を担当することになりました。
皆さまがご存じの、2015年8月の事務連絡を出
したのは私です。現在は地域医療計画課で、地域
医療構想や医師確保対策、働き方改革にも携わっ
ています。

こうしたいろいろな政策を進める中で、遠隔診
療をもっと活用できる部分があるのではないか、
もっと医療を発展させていくことができるのでは
ないか、といったことを思いながら日々仕事をし
ています。

さまざまな観点から期待できる遠隔診療

遠隔診療に対して、私は大きな期待ができると
考えています。私が留学した英国では、基本的に
GP（General Practitioner）と呼ばれるかかりつ
け医がいて、遠隔診療のような形の医療も普通に
行われています。大病院には大きな病気をしたり
手術をしなければいけなかったりするときに行く
という感じで、普段はかかりつけ医にかかります。
ですが、そのかかりつけ医もすぐにアポイントが
取れないことがあり、そんなときには遠隔で対応
している。そういう姿を目の当たりにして、日本
に帰ってきました。ちょうど日本でも遠隔診療を

進めていこうという機運が盛り上がっていて、
2015年8月の事務連絡発出につながったという
わけです。

それでは、遠隔診療には具体的にどのようなこ
とが期待できるのでしょうか。まず、患者の利便
性や医療へのアクセスの向上という点から、大き
な可能性を秘めています。

医療機能の分化・連携という点からも期待でき
ると考えています。日本では今、地域によっては
医療資源が非常に不足しています。これから高齢
化を迎えるにあたって、全国各地にくまなく医師
を配置し、どこででも最高の医療を提供できるよ
うにすることは難しい状況です。

そこで、医療の機能をどのように分化・連携し
ていくかが重要になります。地方に医療資源を重
点的に配置することが難しい場合、遠隔診療を使
うことで、都市部にいる専門医へのアクセスが可
能になる。それによって、効率の良い医療を提供
できる場合があると考えられるのです。

医療従事者の働き方改革にもつながるでしょ
う。これから高齢者が増えて、2025年には団塊
の世代すべてが75歳以上になっていく中で、在
宅医療の普及が大きな課題になります。ところが、
訪問診療など24時間体制であたることは現実に
は難しい場合もあると考えられます。もし患者の

遠隔診療の課題と期待

厚生労働省　医政局医事課長補佐 久米隼人氏
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6

状態が安定しているのであれば、遠隔診療で対応
できる部分があるのではないかということです。
遠隔診療のインフラが整備されていけば、経済
成長やイノベーションにつながる側面もあるでし
ょう。これらの点から、非常に可能性を秘めた分
野だと考えているわけです。

事務連絡に対する誤解は少なくない

一方で、2015年8月に我々が出した事務連絡
の内容について、誤解をされるケースがあること
が気になっています。我々のメッセージが正しく
伝わっていないと思える反応もあります。
例えば「もう全部自分達のやりたいようにやっ
ていいんだ」「経済成長のためにとにかく遠隔診
療を進めよう」「初診から遠隔診療ができるよう
になったので、ビジネスモデルとして最初から遠
隔診療ありきでやっていくんだ」といった声です。
対面診療と遠隔診療は同じレベルのものなので遠
隔診療でどんどんやっていい、同じなのだから対
面診療はやらなくていいんだ、といった誤解もあ
ります。
遠隔診療は、しっかりとした形で進めていけば、
大いに発展性があると我々は考えています。医療
機関と事業者と行政がタッグを組み、この分野を
盛り上げていけるはずです。
ぜひ、我々のメッセージを正しく受け取ってい
ただきたい。そのために、遠隔診療の可能性と課
題について我々がどう考えているかを以下ではお
話したいと思います。

安全性や有効性が最優先

我々の基本的な考え方は、医療はまずは患者あ
ってのものだということです。ですから、医療上
の必要性や安全性、有効性が最優先されるべきで
す。
医療上の必要性と安全性、有効性に基づいて遠
隔診療が行われる。そして、その結果として新し
い分野が発展し、イノベーションや経済成長につ
ながる、これが目指すべき姿です。岩盤規制を突
破したらみんなが元気になって経済が成長する、
だから遠隔診療をやっていこう、という話ではあ
りません。遠隔診療が医療として提供されるもの
である以上、安全性や有効性はちょっと横に置い

ておいて、というわけにはいかないのです。
遠隔診療という言葉自体は古くからあって、厚
労省でも政策の一つとして以前から取り上げてき
ました。技術が進展すればするほど、それに合わ
せて遠隔診療などの新しい医療もしっかり進めて
いくべき。そういう認識を我々も持っています。
最近は免疫チェックポイント阻害剤や手術用デ
バイスなど、新しい医薬品や医療機器がどんどん
出てきています。そういうものを後押しするよう
な診療報酬上の評価も議論されています。遠隔診
療についても、技術の進化に対して遅れないよう
にキャッチアップできるようにする仕組みを、
我々としても支援していきたいと考えています。

医療に規制があることの根拠とは

遠隔診療をやることの何が悪いのか、スマート
フォンやタブレット端末などの手段があって進め
られるのだから放っておいてほしい、これはビジ
ネスチャンスなんだ。そんなふうに思われる方も
いるかもしれません。そこで、厚労省がなぜ遠隔
診療に対してここまでコミットしようとしている
のか、その基本的な考え方をご説明しようと思い
ます。
そもそも、遠隔診療よりも広い概念である医療
そのものに、なぜ規制が存在するかです。世界中
のどの国や地域を見ても、医療政策に規制がまっ
たく存在しないところはありません。その理由は
なぜか。患者と医師の間に情報の非対称性があり、
いい医療を受けたのかそうでないのかが、患者自
身にはほぼ分からないからです。きちんとした医
療が提供されるためには、どうしても規制が必要
になります。
競争環境にさらしておけば、質の悪い医療は淘
汰され、医療はおのずときちんとしたものになっ
ていく。そんな考え方もあるかもしれません。し
かし、医療には人の命や健康に直接関わるという
性質があり、健康被害を一度でも受けてしまえば
取り返しがつきません。ですから、競争や市場に
完全に任せておくのは好ましくない側面がありま
す。だからこそ、そこがうまく回るように厚労省
が関与しているわけです。ただしその関与は最小
限にすべきだと考えています。
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第５章　注目分野重点レポート

「テクノロジー NEXT 2017 『医療×AI』の未来 
～Watsonから未来投資会議、海外事情まで～」（主
催：日経BP総研、2017年6月15日）では、東
京慈恵会医科大学 脳神経外科講座/先端医療情報
技術研究講座 准教授の高尾洋之氏が登壇し、「人
工知能とICTは、医療の敵か味方か」と題して人
工知能（AI）やICTの医療における可能性につ
いて語った。

そもそもAIとは何か

政府の未来投資会議では、「患者本人が自らの
生涯にわたる健康・医療等の情報を経年的に把握
できる仕組み（Personal Health Record）の構築」

「人工知能を活用した医療診断支援」「ITを活用
した遠隔診療」「健康維持に対するインセンティ
ブ」の推進が打ち出されている。高尾氏は、これ
らすべてにAIの活用が可能だと話す。

AIそのものは古くからある技術だが、近年の
急な盛り上がりの背景には、AIを簡単に扱える
クラウドAIやオープンソースAIが出てきたこと
があると高尾氏は指摘する。スペックの向上やオ
ープンソースの高品質化なども理由に挙げられる
という。

AIがどのような存在であるかについては、「AI
＝人間と同様に自律的に思考し行動するもの」と
捉えられることが少なくない。ただし現時点では、
AIが人間のような思考や行動の能力を獲得して
いるわけではない。例えば、医療では一部の問診
へのAIの活用が見込まれているが、これは「人
間の言葉をAIが理解しているわけではなく、自
然言語を特定のルールにのっとり、分類・分析し
ているにすぎない」（高尾氏）。

医療分野では、画像認識や自然言語処理などの
領域にもAIが活用されつつある。このように、
さまざまな場所から集められた多様な情報を解析

し、画像の違いや特定の言葉の意味を判断するも
のをAIと呼ぶことが多いと高尾氏は指摘する。

正しい使い方をすることが重要

では、AIは果たして医療者の敵なのか、それ
とも味方なのか。AIはさまざまな応用が見込ま
れている一方で、「使い方を間違えると大きな過
ちを犯す」と高尾氏は指摘する。

AI活用の具体的な取り組みとして、東京慈恵
会医科大学では例えば、皮膚病の一種である乾癬
の診断にAIを活用しているという。乾癬の症状
を撮影し、AIで画像を分析する。

ただし、単に写真を撮るだけでは、AIは乾癬
の症状を自動分析できない。正常な状態と異常な
状態を判別できないからだ。そこで、学習用デー
タとして、乾癬の症状をスコアリングしたものが
必要になる。「医師はスマートフォンで症状を撮
影するとともにそれを点数化し、AIにフィード
バックして学習および蓄積させる」（高尾氏）。こ
うした過程が、適切なAI活用の重要なポイント
になるという。

データをいかに利用可能な形式にするか

AIの医療応用に向けて大きな課題となるのが、
良質なデータの収集である。医療関連データは多

人工知能とICTは、医療の敵か味方か
東京慈恵会医科大学 脳神経外科講座／ 

先端医療情報技術研究講座 准教授 高尾洋之氏
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くの場合にフォーマットが統一されておらず、そ
れらをどのように整理してコンピューターで解析
可能とするかが重要だと高尾氏は話す。

こうしたデータ整備については、政府も対策を
打ち出し始めた。2017年5月に開催された高度
情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総
合戦略本部）の会合では、世界最高水準のIT利
活用社会を掲げた「世界最先端 IT 国家創造宣言」
が採択された。医療分野では、これまで病院内だ
けで利用されていたPHR（Personal Health Re-
cords）を患者に対しても開示する動きがある。
そうしたデータを患者がスマートフォンで受け取
れば、そのまま他の病院で紹介状として利用する
ことが可能になる。さらに、スマートフォン経由
で患者の同意が得られるようになれば、さまざま
な企業や施設、研究機関などへの情報提供もスム
ーズになると見込まれている。

こうした情報連携のための医療情報ネットワー
クは既にいくつも存在するが、この仕組みを壊す
のではなく「既存の医療ネットワーク上に新たな
ソーシャルネットワークサービスを構築し、スマ
ートフォンを活用して情報を共有すればいい」と
高尾氏は提案する。例えば東京慈恵会医科大学で
は、スマートフォンでPHRを持ち歩けるソフト
ウエアの構築を進めているという。

遠隔医療がビッグデータの源に

ICTを活用した医療として高尾氏が説明に時間
を割いたもう一つが、遠隔医療である。実現に向
けては、まだ法整備が十分に進んでいないという
課題はあるものの、政府も国を挙げて推進する意
向を示している。遠隔医療を通じて集まる情報は
ビッグデータの基盤となり、これをうまく利用す
ることがAI活用の鍵を握ると高尾氏は指摘する。

例えば、脳卒中では適切な診断と治療までの時
間が早ければ早いほど予後を改善できるため、社
会復帰による経済効果も大きくなる。仮に、適切
な治療で脳卒中患者の50％が社会復帰できれば、
その経済効果は5兆円以上にのぼるとの試算もあ
るという。

一方、高齢化に伴って脳卒中の患者も増えると
予測される中、専門医の不足や、適切な診断と治
療ができる病院の偏在といった課題がある。この

ような課題こそ、ICTやAIを活用して解決でき
る可能性があるとの見方を高尾氏は示している。

米国では、ICTを活用した遠隔医療の取り組み
が既に盛んだ。医師が画面を見ながら遠隔で診療
することでデータが集まり、それに基づくAI化
も進みつつある。対して日本では、医師が患者を
遠隔で診療するD to Pの遠隔医療は、医師法上
の扱いがグレーゾーンとなっている。そこで、ま
ずは専門医が離れた場所にいる医師を遠隔で支援
する「DtoDの遠隔医療であれば、ICT化やデー
タ収集が可能」（高尾氏）である。

救命救急にスマートフォンアプリを活用

DtoDの遠隔医療に関して、高尾氏らが開発に
携わったICTツールの一つに、位置情報を発信で
きる救命救急補助スマートフォンアプリ「My-
SOS」がある。このアプリは例えばマラソン大会
で活用されており、急に倒れたランナーの場所を
知らせることで救命処置を支援する。

同様のツールとして、救急車の中で利用できる
トリアージソフトも開発されている。米国では5
～8個の質問を基に脳卒中の診断を点数化するソ
フトがあり、これによるトリアージによって急患
の救命率が上がったとのデータもあるという。

診療報酬上の点数化が課題

高尾氏らが開発に携わったスマートフォンアプ
リ「Join」では、医療関係者同士がリアルタイム
にコミュニケーションを取ったり、画像を共有し
たりできる。Joinは、ソフトウエア医療機器と
して日本で初めて保険が適用されたスマートフォ
ンアプリである。セキュリティーがとりわけ重要
であることから、3省4ガイドラインを満たす仕
様になっている。

東京慈恵会医科大学では以前から、このJoin
の活用に取り組んでいる。例えば、救急車から患
者の情報を事前に送ることで、症状に応じた薬や
治療器具を患者の到着前に用意できるようになっ
た。これにより、患者が病院に到着してから点滴
処置を行うまでの時間は従来の75分から26分に
短縮したという。血管内治療までの時間も、従来
の127分から導入後1年半で95分に短縮するな
どの効果があった。この間、どのように時間を短
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