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I. 調査実施概要
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 未来投資戦略会議（2018年10月22日）において、厚生労働省より、2040年の生産性向上に向けた医療・福祉サービス改革プランを、2019
年夏をめどに策定することが発表された（2040年を展望し、誰もがより長く活躍できる社会の実現に向けて）

 これを受け、次世代ヘルスケア産業協議会・次世代医療機器開発推進協議会・次世代医療ICT基盤協議会のもとに設置された、「未来イノ
ベーションWG」において、2040年を展望した健康医療福祉分野における中長期ビジョンが取りまとめられた

 上記中長期ビジョンで言及された3つのアクションの具体例（最適な健康・医療・介護の提供、予防、テクノロジーを活用したインクルージョ
ン）について、今後AMED等で研究開発を推進し、 地域に拠点を置いた技術開発や、社会実装を進めるための実証について、政府内の他
プロジェクトとの連携も視野に入れつつ、今後必要な検討を行うこととされていた

 中長期ビジョンの実現に向けた研究開発の方向性を検討するため、以下を調査し、有識者による検討会にて議論を実施

 医療・健康分野における近年の国内外のビジョンおよび動向

 国内外の技術・サービスの開発動向

 本分野における技術・戦略インテリジェンス機能、民間投資・イノベーション活性化・政府の研究開発戦略の在り方について検討するため、
以下の調査を実施

 海外の機関における技術・戦略インテリジェンス機能の体制や人材、実施内容等

 海外の大規模ヘルスケア関連プロジェクト事例のテーマ、予算等

本調査の実施概要

実施目的・背景

実施内容
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II. 医療・健康分野における近年の国内外のビジョンおよび動向
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医療・健康分野における国内外のビジョン：まとめ

 制度・技術の両面からのイノベーションを通じた、新たな医療・健康システムの構築を掲げているビジョンが多く見られる

国内外のビジョン

総括

各機関の医療・健康分野におけるビジョンのサマリ

厚生労働省

日本医師会

 人々が世界最高水準の健康、医療を享受でき、安心、満足、納得を得ることができる持続可能な保険医療システムを構築し、我が国
及び世界の反映に貢献することを目標に、①保険医療の価値向上、②主体的選択の社会支援、③日本医療のグローバルリーダー
化、をビジョンに掲げ、アクションを策定

 2030年に向けて日本の医療がどうあるべきか、どのように設計・改善・運営していくべきかという問いに応えるため、①生命と尊厳を
守る、②苦痛から解放する、③暮らす基盤を支える、④明日に備える、をビジョンに掲げ、「日本の医療のグランドデザイン2030」とし
て提言

国内

EU

EFPIA

 「EU健康サミット」において、欧州の健康の将来に関する共通ビジョンを取りまとめており、①予防のためのエビデンスに基づいた医
療への投資・支援、②健康寿命測定の標準化、③医療ケアのベストプラクティス特定、④医療制度改革と能力開発の支援、⑤健康イ
ノベーションフォーラム設立、⑥地域や都市とのマルチステークホルダーパートナーシップ促進、⑦欧州委員会における健康分野の
副大統領設置、⑧健康のための運営委員会の設置、⑨健康研究における公民の協力、⑩欧州の健康データ研究所の設立、を提言

 欧州の健康な未来を構築する方法に関して、①全ての患者に革新的な健康ソリューションをもたらす、②EUを医療研究開発の世界
的リーダーに、③迅速な結果を得るための強固な協力、をビジョンに掲げている

国外

 保険・医療制度といったインフラ面（予防や医療システム）を整備した上で、より革新的な取り組み、あるいは人の暮らしを豊かに
していくことで、医療のグローバルリーダーを目指すことが潮流として見られる
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医療・健康分野における国内外のビジョン：厚生労働省

 厚生労働省は「保険医療2035」と題し、保険医療システムを構築する3つのビジョンとアクションを策定している

（出所）厚生労働省「保険医療2035」

国内外のビジョン

ビジョン

1. LEAN HEALTHCARE 保険医療の価値を高める

 患者にとっての価値を考慮した新たな報酬体系

 現場主導による医療の質の向上支援（過剰医療や医療事故の防止など）

 「ゲートオープナー」としてのかかりつけ医の育成・全地域への配置

2. LIFE DESIGN 主体的選択を社会で支える

 「たばこフリー」オリンピックの実現

 効果が実証されている予防（禁煙、ワクチンなど）の積極的推進、特に、重要化予防の徹底による医療費削減

 健康の社会的決定要因を考慮したコミュニティやまちづくり

3. GLOBAL HEALTH LEADER 日本が世界の保険医療を牽引する

 健康危機管理体制の確立（健康危機管理・疾病対策センターの創設）

 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジや医薬品等承認などのシステム構築の支援

 グローバル・ヘルスを担う人材の育成体制の整備

概要
 「人々が世界最高水準の健康、医療を享受でき、安心、満足、納得を得ることができる持続可能な保険医療システムを構築し、我が国及
び世界の反映に貢献すること」を目標とし、ビジョンとアクションを策定
 基本理念として、①公平・公正、②自律に基づく連帯、③日本と世界の繁栄と共生 を掲げる

厚生労働省「保険医療2035」の概要とビジョン
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医療・健康分野における国内外のビジョン：日本医師会総合政策研究機構

 日本医師会総合政策研究機構では「日本の医療のグランドデザイン2030」と題し、日本のあるべき医療の姿を提言している

（出所）日本医師総合政策研究機構「日本の医療のグランドデザイン2030」

ビジョン

1.人類（ヒト）の生命と尊厳を守る人類（ヒト）を苦痛から解放する

 命と尊厳を守る医療の推進

 健康をつくる医療の推進

 人生100年時代への医療のあり方～健康寿命の延伸と尊厳ある終末～

 健康な人づくり教育への貢献

2.人類（ヒト）の暮らす基盤を支える

 社会を支える

 担い手を育てる～社会的環境～

 財源論

3.人類（ヒト）の明日に備える

 機器に備える～有事の医療～

 進化する医療

 健康管理におけるICTの活用

概要

 2030年に向けてわが国の医療がどうあるべきか、医療をどのように設計・改善し、運営していくべきかという課題に応えるため、日医総研
の意見をまとめ作成

 日本医師総合政策研究機構は、「人にやさしい医療を目指して」を掲げ、「国民のための医療政策展開」をサポートするためのシンクタ
ンクとして設立、国民に選択される医療政策の企画立案や信頼できる正確な情報提供を目指して、研究活動を行い、社会保障財政、医
療政策、地域医療、医療経営、医療情報等のさまざまな研究領域について研究成果を発表

日本医師会総合政策研究機構の概要とビジョン

国内外のビジョン
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医療・健康分野における国内外のビジョン：EU

 EUでは、2018年に「EU健康サミット」を開催し、欧州の健康の将来に関する共通のビジョンに対する提言をとりまとめている

EU Health Coalition の概要と主要提言

（出所） EU Health Coalition 「A SHARED VISION FOR THE FUTURE OF HEALTH IN EUROPE」

主要提言

1. Invest in and support the implementation of evidence-based programmes for prevention

2. Support the implementation of standardised measurements of health outcomes and healthy life years

3. Identify and spread best practice in medical practice and care pathways

4. Support health system reform and capacity building 

5. Establish a Forum for better access to health innovation

6. Facilitate multi-stakeholder partnerships with regions and cities

7. The European Commission should have a Vice-President for health to ensure effective coordination and leadership at high level

8. Establish a Steering Board for Health to ensure optimal coordination of research activities

9. Further the collaboration of public and private sectors in health research 

10. Establish a European Health Data Institute to produce a range of health data to inform the work of policymakers, researchers,

industry and healthcare providers

概要

 2018年11月に「EU健康サミット」が開催され、ヨーロッパでの健康に対する共有ビジョンが提言
 また、この提言を促進するために、「EU Health Coalition」が作成
 EU Health Coalitionは、患者団体、EU研究志向の医学会、業界団体、プロバイダー、地域および地方の保健当局、および健康に関す
る共通のビジョンを共有するその他の関係者で構成

国内外のビジョン
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医療・健康分野における国内外のビジョン：欧州製薬産業協会（EFPIA）

 欧州製薬産業協会（EFPIA）は、ヨーロッパのより健康な未来と明るい明日を構築する方法に関して、ビジョンを提案している

（出所） EFPIA  「EFPIA’s vision to build a healthier future for Europe」

ビジョン

1. HEALTH FOR ALL  - Bringing innovative health solutions to all patients
 Thanks to major steps in biopharmaceutical researchand advances in prevention, screening, diagnosis andtreatment, EU citizens can 

expect to live up to 30 years longer than they did a century ago.
 Cancer death rates have fallen by 20% overthe last 20 years.
 Today, close to 30 diseases are preventable by vaccination, preventing between 2 and 3 million deaths globally per year.

2. EUROPEAN EXCELLENCE - Making the EU a world leader in medical R&D
 Europe is the second largest pharmaceu- tical market in the world and accounts for 22% of world pharmaceutical sales.
 More than 80% of vaccine doses produced by companies leading in research and development are produced in Europe.
 The EU research-based pharmaceutical sector is considered to be the high-tech sector contributing the most to the EU trade balance 

with a trade surplus of €79.7 billion in 2017.
 We employ 115,000 people in R&D alone and 750,000 in total; we invested more than €35 billion in R&D across Europe in 2017 and 

we plan to sustain these R&D investment levels in Europe over the next 5 years.
3. STORNGER TOGETHER - Joining forces to fast-track results

 With over 450 million people and high healthcare standards, the EU is one of the best places inthe world for clinical research.
 Europe is leading in the field of Public Private Partnerships (PPPs) and can remain a global research hub if we ensure that health is a 

priority for the allocation of public research funds.
 Thanks to collaborative efforts between public authorities, regulatory bodies, universities, hospitals, research organisations, patient 

organisations, and industry, outstanding research results have already helped to address unmet medical needs, improving public 
health and citizens’ quality of life.

概要

 欧州製薬産業協会（EFPIA）は1978年に設立されたブリュッセルに本拠を置く業界団体であり、欧州で活動する研究ベースの製薬業界を
代表

 EFPIAは、36の国内協会と39の大手製薬会社の直接メンバーシップを通じて、メンバーが欧州全体の人々に新しい治療法とワクチンを革
新、発見、開発、提供し、欧州に貢献できる共同作業環境を構築することを使命とし、下記マニフェストをビジョンとして設定

EFPIAの概要とビジョン

国内外のビジョン
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III. 重点研究項目の選定
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重点研究項目の選定フロー

 未来イノベーションWG、ムーンショット型研究開発制度に係るビジョナリー会議、各種調査を踏まえ、有識者による検討会を実施後、2040
年における未来の健康・医療・福祉分野が目指すべき方向性と各種目標を設定

未来イノベーション
ワーキンググループ

ムーンショット型研究
開発制度に係る
ビジョナリー会議

各種文献・事例調査

日常生活の中で自然と予防が
できる社会の実現

世界中のどこにいても必要な

医療にアクセスできるメディカル
ネットワークの実現

負荷を感じずに
QoLの劇的な改善を実現
（健康格差をなくす

インクルージョン社会の実現）

2040年までに予防的措置、
ウェルネスが生活の主流に

2040年までに「どこでも医療
アクセス」の実現

2035年までに高齢者のQoLを
劇的に改善させる

① 意識せずに全ての生体トレンドの把握・心
の見える化を実現する

② 心身の不調を予測し、最適な選択肢を提
示するシミュレーションを実現する

① 医療空白地帯を減少させる診断・治療の
自動化を実現する

② 簡易な検査・治療機器によるスタンダード
オブケアを実現する

③ 医師の医学的所見・診断能力を更に引き
上げる

④ 自分の状態に合った、医療介護へのベス
トアクセスシステムを実現する

⑤ 一部の慢性疾患の診断・治療フリーを実
現する

初期調査 有識者検討会での議論テーマ 重点研究項目

重点研究項目の選定フロー

① 負荷を感じないリハビリで、身体機能を向
上させる

② 認知症・要介護状態でも在宅で長く自立
的な生活を可能にする

③ 不調となった生体制御システムを正常化
し、慢性疼痛緩和・感覚系の不調の軽減
を実現する

Ⅰ Ⅰ

Ⅱ Ⅱ

Ⅲ Ⅲ

重点研究項目の選定フロー
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有識者検討会開催概要

 2040年における未来の健康・医療・福祉分野の重点分野における目標や研究テーマの候補の検討
 レギュラートリーサイエンス等、研究開発の推進や成果の実装に当たった対応が必要になる項目についても、あらかじめ課題と認識した上で目標や
研究テーマを検討する

 事前協議
 2019年10月29日（火） 13時30分～15時00分 経済産業省別館にて開催
 未来イノベーションWGにおける議論経緯の共有、目標・研究テーマのイメージ・コンセプトの摺合せ

 第1回
 2019年11月12日（火） 9時30分～10時30分 経済産業省別館にて開催
 健康・医療分野における目標や研究テーマの考え方の整理、検討する事業候補についてイメージの共有

 第2回
 2019年11月19日（火） 9時30分～11時30分 経済産業省別館にて開催
 研究開発戦略センター（CRDS）によるライフサイエンス・臨床医学分野での世界の研究開発動向の紹介、目標や具体的な研究テーマの
方向性についての議論

 第3回
 2019年12月25日（水） 11時00分～12時15分 経済産業省別館にて開催
 厚生労働省による、医療介護現場に効果的な事業案の報告、今後検討すべき領域・コンセプトの議論

 第4回
 2020年3月4日（水） *新型コロナウイルス対応のため、書面にて開催
 全体の取りまとめ、2040年における未来の健康・医療・福祉分野の重点分野における目標や研究テーマ案の設定

実施目的

日時・内容

有識者検討会開催概要
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有識者委員/オブザーバー/事務局

氏名 所属機関／企業、部署、役職

北野 宏明 株式会社ソニーコンピューターサイエンス研究所 代表取締役社長
NPO法人システム・バイオロジー研究機構 会長
沖縄科学技術大学院大学 教授

佐久間 一郎 東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 教授

永井 良三 自治医科大学 学長

本田 幸夫 大阪工業大学ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科 教授

有識者委員

オブザーバー・事務局

 オブザーバー
 内閣官房 健康医療戦略室
 厚生労働省
 文部科学省

 事務局
 経済産業省 商務情報政策局 商務サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室
 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

有識者検討会開催概要
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議論テーマ①

2040年までに予防的措置、ウェルネスが生活の主流に
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①健康寿命の延伸と健康格差の縮小

・生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。
・国は、生活習慣病の総合的な推進を図り、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。

②生活習慣病の発生予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性疾患）の予防）
・がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防に重点を置いた対策を推進。
・国は、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、医療連携体制の推進、特定健
康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。

③社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上

・自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」「次世代の健康」「高齢者の健康」を推進。

・国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援等を推進する。

④健康を支え、守るための社会環境の整備

・時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互に支えあいながら健康を守る環境を整備。

・国は、健康づくりに自発的に取り組む企業等の活動に対する情報提供や、当該取組の評価等を推進。

⑤栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、禁煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善

・上記実現のため、各生活習慣を改善するとともに、国は、対象者ごとの特性、健康課題等の十分な把握を行う。

健康日本21（第2次）の概要

 健康日本21（第2次）では、大臣告示に具体的な目標を明記することで、より実効性を高めることを狙っている

（出所） 平成28年版厚生労働白書

健康日本21（第2次）の概要

国内外の技術・サービスの開発動向

 平成25年度から平成34年度までの国民健康づくり運動を推進するため、健康増進法に基づく「国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針（平成15年厚生労働大臣告示）を改正するもの。

 第1次健康日本21（平成12年度～平成24年度）では、具体的な目標を健康局長通知で示していたが、目標の実効性を高めるため、大臣
告示に具体的な目標を明記。
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予防医療に関する日本政府の取組み(1/2)

 将来の社会保障制度を見越して、糖尿病等の生活習慣病の早期治療等に力を入れる方向で、予防医療に積極的に取り組む企業を支援

予防医療に関する日本政府の取組み

 政府は今秋、医療や年金など社会保障制度の全体像
を見渡した改革を再始動し、糖尿病などの生活習慣病
の早期治療などに力を入れる。

 予防医療に積極的に取り組む企業を補助金などで支援
し、社員の負担を軽減する案などを検討する。

政府の
取り組み

予防医療支援（案）

現状

 今回の改革は安倍政権が取り組んできた「全世代型社
会保障」の総仕上げで、予防医療や年金の担い手拡大
などを改革の柱にする。

 安倍政権は抜本的な社会保障制度改革を進める計画
だが、その目玉の一つとして予防医療に関する企業へ
の支援策が注目される。

 医療費の増大は財政圧迫の大きな要因であり、予防医
療への取り組みは医療費を抑制する効果としての期待
は大きいとみている。

内閣府の試算では。
喫煙や血糖値などリスク項目が多く当てはまる社員の1割
がリスク要因を改善すると年3200億円削減できる。

政府方針

予防医療に取り組み企業への支援（例）

少量の血液でがんを見つける高度な検査で、健康保険組合
などが費用を補助しやすくする。

人間ドックの個人負担の軽減を探る。

体重や1日の歩数などをスマホで管理し、糖尿病の兆候があ
る人に医師が改善を促す仕組み作り

 フィットネスジムの利用負担軽減の検討 など

 全国の生活習慣病の患者数は約1800万人
 予防医療に積極的な広島県呉市では、レセプトデータを
基に糖尿病患者に保健指導したところ、新たに人工透
析した患者数が6割減った。

（出所） 未来投資会議（平成31年3月20日）配布資料、厚生労働省保険局「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する日本政府の取組み(2/2)

 予防的取り組みを行わない自治体への対応など今後はより大規模に予防的な取り組みを普及していくものと考えられる

予防医療に関する厚生労働省の取組み

（出所） 第27回経済・財政一体改革推進委員会（令和元年10月9日）資料、厚生労働省保険局「保険者の予防健康づくり、保険者インセンティブ」

 厚生労働省は2020年度から、予防医療への取り
組みが不十分な自治体に「罰則」を科す。

 生活習慣病を予防するためのメタボ健診の実施率
などで「努力」を加点して交付金を増やす仕組みに
加え、新たに努力不足の減点方式も入れる。

 企業と連携した健康教育など新たな指標も作成。

厚労省の
取り組み

取り組みへの
期待

 厚労省と財務省は関連予算枠を今より5割増の1500億
円規模に拡大し、予防医療の強化を促す

 500億円のうち、一部は新たに設ける予防・健康づくり
事業に必要なお金に充てる。

予算

 事業ごとに加減点数を設け、実施率が低い自治体には
減点に応じて交付金を減らす。一方で実施率が高い自
治体には手厚く交付金を配分する。

 過去の実績よりも実施率が下がったり、全国平均より低
かったり、といった項目があった場合、獲得点数が減る。
点数が低いほど交付金も減る。

 ある項目で高い点数を取っても、ほかの分野の実施率
が低いと相殺される。

 予防医療や健康づくりにまんべんなく取り組まないと交
付金が増えない仕組みに改め、自治体による予防医療
への動機づけを強める。

 予防医療を充実させれば、健康寿命が延びて医療費や
介護費が増えるとの試算もある。

 高齢化に伴う病気を事前に防げれば、高齢者が元気に
働くことができ、納税を通じた社会保障費の負担の担い
手を増やす効果が期待できる。

現行

1,000億円
2020年度（案）

1,500億円
＋500億

 医療機関の専門職による保健指導

 住民の健康や医療情報のデータベース構築

 各種検診へのICT活用 など

＜予防・健康づくり事業の予算内訳＞

＊残りはこれらの事業の達成度合いに連動して自治
体に交付する原資にする。

減点方式の仕組み

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関するWHOの取組み

 WHOの推計によれば、私たちが生活習慣の4つのリスク（喫煙、不健康な食事、運動不足、過度の飲酒）を改善すれば、心臓病、脳卒中、
2型糖尿病の80%は予防できると推測されており、これらの対策が進められている

非感染性疾患に共通する危険因子を減らすための対策

（出所） WHO「2008~2013年行動計画非感染性疾病への予防と管理に関するグローバル戦略」

 今日、心血管疾患、がん、慢性呼吸器疾患および糖
尿病を中心とする非感染性疾患（NCD）は、人の健康
と発展に対する主な脅威となっている。

 この4疾患は世界各国で最大の死亡原因であり、推定
で年間3,500万件（世界の全死亡の60%）の死亡原因
となっており、その80%が低・中所得国で生じている。

たばこ規制

現状

非感染性疾患の危険因子

 これらの疾患に共通する危険因子（主として喫煙、不
健康な食事、運動不足、過度の飲酒）を取り除くことで、
心臓疾患、脳卒中、2型糖尿病の80%まで、また1/3
以上のがんは予防できる。

 この健康問題に対処しない限り、これらの疾患による
死亡と負荷は増大し続けるであろう。今後10年間で
NCDによる死亡は世界全体で17%増加するとWHO
は予測している。

危険因子の
修正

 喫煙
 不健康な食事
 運動不足
 過度の飲酒

予測

WHOの取り組み

目標3
非感染性疾患に共通する主な修正可能な危険因子（喫煙、不健康な食事、運動
不足、過度の飲酒）を減らすための介入策を推進する

（ 2008~2013年行動計画 非感染性疾病への予防と管理に関するグローバル戦略（WHO） ）

 たばこの使用と防止策を監視
 公共の場及び職場でたばこの煙からの保護
 禁煙の支援
 たばこの危険性に関する警告
 たばこの広告、販売促進、後援の禁止の法制
化

 たばこ税およびたばこの価格の引き上げ

健康的な食事の推進

 塩分を減らす
 工業的に生産されたトランス脂肪酸を
排除する

 飽和脂肪を減らす
 遊離糖を制限する （一部抜粋）

運動の推進

 徒歩、自転車および他の形式の運動をすべて
の人が安全に行えるようにする。

 徒歩、自転車など、活動的で安全な通学／通
勤学方法を推進する交通政策を導入する。

 スポーツ、レクリエーション、レジャーの施設を
改善する。

 活発な活動に使用できる安全な空間の数を増
やす。 （一部抜粋）

過度の飲酒を減らす

 未成年者の飲酒（各国の定義に従う）
 出産年齢の女性の過度の飲酒
 アルコールの影響下における運転または機械
操作

 中毒に至る飲酒
 アルコール使用障害
 違法に製造／流通されたアルコール飲料消費
 他の健康状態、特に癌、肝疾患、心血管疾患、
外傷に対する過度の飲酒の影響

（一部抜粋）

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する米国の取組み(1/4)

 予防医療により救急治療を必要とする前に病気を予防することで、医療費の削減を図っている

米国の取組み

（出所） the balance「Why Preventive Care Lowers Health Care Costs」

予
防
医
療
の

効
果

ACAの予防ケアプラン

手
頃
な
価
格
の

医
療
法

出産と新生児の
ケア

手頃な価格の医療法（Affordable Care Act：ACA）

 手頃な価格の医療により、保険会社、メディケア、メディケイ
ドには、予防ケアサービスを無料で提供する必要がある。

 保険加入者は、USPSTFが推奨する50の手順すべてにつ
いて、費用の自己負担はない。

 2018年の調査では、メディケイドの拡大により、糖尿病治療
薬の処方数が40%増加。一方、メディケイドを拡大しなかった
州では、増加は見られなかった。

 治療を受けた各糖尿病患者が病院費用を6,394ドル節約で
きることが明らかになった

 緊急治療室への受診数は、増加傾向にある。予約なしで受
診できることから、無保険者の受診が多い。無保険者の費用
を、政府や自治体が補助している場合もある。

現
状

 主要な死因は、心臓病、癌、慢性閉塞性肺疾患、および脳
卒中。これらは、完全に予防可能な慢性疾患によって引き
起こされている。

 成人アメリカ人の半数は慢性疾患を患っており、医療費全
体の85%を負担している。慢性疾患の医療費は$7,900/人
となっており、健康な人の5倍となる。

緊急治療室の受診数増加

慢性疾患の増加

早産や胎児アルコール症候群を治療するよりも母親に良い
栄養とアルコール/薬物カウンセリングを提供する方が安価で
あるため、これは予防ケアと見なされる。

特定のサービスは次の通り。

歯科および視力のケアをカバーする必要がある

アメリカの610,000人のホームレスの 40%以上が、精神的お
よび行動的健康の問題を治療していない。放置することで、
より多くの社会的損失を被る。

ほとんどの計画は、足の骨折などの一時的な負傷からの回
復を支援するサービスと機器を対象としている。
「ACA」に準ずるには、多発性硬化症などの慢性疾患にか
かった場合に生活水準を維持するのに役立つ商品とサービ
スの補償が必要。

負傷、障害、ま
たは慢性疾患を
持つ人々を支援
するサービスと
デバイス

• ホームレスは通常よりも4日間長く受診する  ため、1
回の受診につき2,414ドルの税金がかかる。

• 刑務所に収監された場合も、一晩の滞在のために
年間14,480ドルの税金がかかる。

これらは予防と見なされるため、診断の場合は100%をカバー
する必要がある。すでに病気と診断されている場合は、通常
の自己負担金と免責額が適用される。

ラボテスト

小児のケア

精神的および
行動的健康の
治療

例）

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する米国の取組み(2/4)

 政府からの独立性を保った組織も存在し、予防医療に関する取組みを推奨している

米国予防医学専門委員会（USPSTF）の概要

（出所） USPSTFホームページ

米国予防医学専門委員会
US Preventive Services Task Force (USPSTF)

USPSTFと
は

アルファベット5段階（A、B、C、DまたはI）で推奨グレードを割り当てている。推
奨内容は5年毎に改定され、改訂ごとに批判的吟味がなされる。 1984年に設立された、予防およびエビデンスに基づく医療の

国内専門家による独立したボランティア組織。

 USPSTFは政府指定の専門委員会で、連邦機関である「ヘル
スケア研究と品質庁（AHRQ）」が、科学的、技術的、管理など
の普及支援を行っている。

 政府が後援しているが、そのメンバーは非連邦政府であり、特
定の組織または政府機関の見解を表すものではない

 予防、エビデンスに基づく医療、プライマリケアの全国的に
認められた専門家である16人のボランティアメンバーで構成。

 専門分野は、行動健康学、家庭医学、老年医学、内科、小
児科、産科婦人科、および看護など。

 メンバーは、アメリカ医療研究品質局the Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ)のディレクター
によって任命され、4年の任期を務める。

判断定義

目的

メンバー

グレード 定義 実践のための提案

A USPSTFはこのサービスを推奨している。高
い確実性で十分な効果がある。

このサービスを提案ないし
は提供する。

B USPSTFはこのサービスを推奨している。高
い確実性で適度な効果があるが、適度な確
実性で適度または十分な効果がある。

このサービスを提案ないし
は提供する。

C USPSTFは、専門的な判断と個人の選択に
基づいて、個別にこのサービスを提案ないし
は提供することを推奨する。効果が小さいこ
との確実性が、少なくとも適度にある。

このサービスは、個人の状
況により、特定の個人に対
して選択的に提案ないしは
提供する。

D USPSTFは、このサービス提供を推奨しない。
適度または高い確実性でこのサービスには
効果がないか、害が効果を上回る。

このサービスの使用を推奨
しない。

I USPSTFは、現在の証拠ではサービスの利
益と害のバランスを評価するには不十分で
あると結論付けている。証拠が不足している
か、低品質であるか、矛盾しているため、効
果と害のバランスを判断できない。

USPSTF推奨文の「臨床
的考慮事項」を参照。サー
ビスが提供される場合、個
人が効果と害のバランスに
関する不確実性について
理解する必要がある。

スクリーニング、カウンセリングサービス、予防薬などの臨床
予防サービスに関するエビデンスに基づいた推奨事項を作成
することにより、すべてのアメリカ人の健康を改善するために
活動している。

患者保護および手頃な価格のケア法の規定により、
保険会社やメディケア、メディケイドは、USPSTFがAまたはBの推奨事項を
満たしていると判断した場合、自己負担なしで予防サービスをカバーする
必要があり、費用分担を課すことは禁止されている。

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する米国の取組み(3/4)

USPSTF Aグレードの推奨事項

（出所） USPSTFホームページ

トピック USPSTFの推奨事項 リリース日

細菌尿スクリーニング（妊婦） 妊婦が、妊娠12~16周目または出生前の最初の診察時に行う、尿培養による無症候性細菌尿のスクリーニング 2008年7月

血圧スクリーニング（成人） 18歳以上の成人の高血圧のスクリーニング。 USPSTFは、治療開始前の診断確認のために、臨床環境以外で測定値を取
得することを推奨している。

2015年10月

子宮頸がんのスクリーニング 21～29歳の女性の場合、3年ごとに子宮頸部細胞診のみの子宮頸がんのスクリーニングを推奨。30～65歳の女性の場合、
USPSTFは、子宮頸部細胞診のみで3年ごとに、高リスクヒトパピローマウイルス（hrHPV）検査で5年ごとに、または細胞学
と組み合わせたhrHPV検査（共検査）で5年ごとにスクリーニングすることを推奨している。

2018年8月

大腸がんスクリーニング 50歳から75歳までの継続した大腸がんのスクリーニング。 2016年6月
葉酸補給 妊娠を計画している、または妊娠できる女性はすべて、0.4～0.8 mg（400～800 µg）の葉酸を含む毎日のサプリメントを摂

取する必要がある。
2017年1月

淋病予防薬（新生児） 淋菌性新生児眼炎を予防するための、すべての新生児に対する予防的な眼局所薬。 2019年1月
血色素異常症のスクリーニング（新生児） 新生児の鎌状赤血球のスクリーニング。 2007年9月
B型肝炎スクリーニング（妊婦） 最初の出生前訪問時の、妊婦のB型肝炎ウイルス感染のスクリーニング。 2019年7月
HIV感染予防のためのHIV前暴露予防 臨床医は、HIV感染のリスクが高い個人に効果的な抗レトロウイルス療法を用いた暴露前予防（PrEP）を提供する必要が

ある。
2019年6月

HIVスクリーニング（15～65歳の青少年および成人） 臨床医は、15～65歳の青少年および成人のHIV感染をスクリーニングする必要がある。感染のリスクが高い若者や高齢者
もスクリーニングする必要がある。

2019年6月

HIVスクリーニング（妊娠中の女性） 臨床医は、すべての妊婦（陣痛中または出産時にHIV状態が不明な妊婦を含む）のHIV感染を検査する必要がある。 2019年6月

甲状腺機能低下症のスクリーニング（新生児） 新生児の先天性甲状腺機能低下症のスクリーニング。 2008年3月
Rhの不適合性スクリーニング（最初の妊婦健診） Rh（D）血液型検査と妊娠関連のケアのため、すべての妊娠中の女性には、最初の診察時に抗体検査を強く勧める。 2004年2月

梅毒スクリーニング（非妊娠者） 感染のリスクが高い人の梅毒感染のスクリーニング。 2016年6月
梅毒スクリーニング（妊婦） すべての妊婦の梅毒感染の早期スクリーニング。 2018年9月
喫煙カウンセリングと介入（非妊娠成人） 臨床医は、すべての成人に喫煙状況を尋ね、喫煙をやめるよう助言し、喫煙する成人に禁煙のための行動介入とFDA承認

の薬物療法を提供する必要がある。
2015年9月

喫煙カウンセリングと介入（妊婦） 臨床医は、すべての妊婦に喫煙状況を尋ね、喫煙をやめるよう助言し、喫煙している妊婦に禁煙のための行動介入を提供
する必要がある。

2015年9月

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する米国の取組み(4/4)

 エビデンスに基づいたプランを行っても、受診率の低さにより効果が限定されるといったことが課題

予防医療の課題

（出所） MDLinx「Preventive care: What is the physician’s role in improving compliance?」

予防医療の
普及率

普及しない
理由

 このソリューションにはシステムレベルの品質改善努力が必
要

 ほとんどの人が予防ケアの恩恵を受けるには、ヘルスケア
システムが連携して、ケアの提供方法、新しいテクノロジー
の使用方法、地域コミュニティのニーズに合わせて改善を調
整する方法に関するイノベーションを促進する必要がある。

 医療システムと医療慣行のリーダーは、予防サービスの提
供率を測定し、自分のニーズに合わせたソリューションを作
成すべき

2015年
米国成人（35歳以上）
N=2,186

 35歳以上の米国成人の高優先度の予
防医療サービスの受診率は、全て受け
た人が8%と非常に低い。

 ただし、全く受けていない人は5%となっ
た。

 成人の20%以上が推奨サービスの75%
以上を受けている

 一部のサービスは頻繁に受診され、例え
ば、血圧のスクリーニング率は90%と高
かった。

一般的な理由

 健康保険の欠如
 通常の医師または看護師の不足、診療所や診療所での
待ち時間など、医療の提供に関する問題

患者目線の理由

 サービスが高価だと感じている

 どの予防サービスが必要か分からない

 定期的な予防ケアの予約を忘れてしまう

 予約を行うための連絡先が分からない

 患者にとって、予防ケアが優先事項となっていない

課題
医師の役割

• 健康的なライフスタイルの選択に関して患者を教育し、動機
付けることが必要。

• ニーズ、好み、変化などを理解することにより、患者を支援
する。

• 医師が予防ケアに関して、患者に効果的にカウンセリングを
行わない最も多い理由は、時間の不足。

• 専門家は、すべてのUSPSTFガイドラインを満たすために医
師に毎日7.4時間の追加労働時間がかかると推定している

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する英国の取組み(1/3)

 英国では、公衆衛生庁を中心とした取組みが推進されている

英国の予防医療の目標

（出所）NHS Englandホームページ

課題

目的

取組み

＜NHSの予防医療の課題＞
 病院に入院しているすべての喫煙者が禁煙を止めるための支援を提供されている

 糖尿病予防プログラムを2倍に
 より多くの分野でアルコールケアチームを設立

 約100万人が、2023年から2024年までに社会的処方の恩恵を受ける

※これらの対策は、病気を治療するだけでなく、そ
もそも問題を防ぐために、健康システムをシフトす
るのに役立つ。

2020年代は、予防的、予測的、個別化された予防の10年となる。

• ターゲットを絞ったサポート
• カスタマイズされたライフスタイルのアドバイス
• パーソナライズされたケア
• 将来の脅威に対する強力な保護

2020年代には、人々は受動的なケアを受けられなく
なる。

自分自身の健康を助けるために必要なスキル、知識、
自信を身に付けることが課題となる。

2019年から、英国公衆衛生庁(PHE)はNHSXおよび公衆衛生システム、学界、産業界、および任意セクターのその他のパートナーと協
力して、予測予防を大規模に評価およびモデル化するのに役立つ新しい革新的なプロジェクトのポートフォリオを構築する。
プログラムのフェーズ1には以下が含まれている。

 経験を改善するためにデータをどのように使用できるか、そして参加することの利点について一般の人々との信頼を構築することにより、基
盤を正しく得る

 分析と洞察の生成に対する全体的なアプローチを改善し、最もリスクが高く脆弱なグループを理解しサポートする

 個別化された予防の概念を証明し、根拠を確立するための模範的なプロジェクトを開発する

 規模と野心を高めるために、プログラムの将来の形を設計する

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する英国の取組み(2/3)

 AIも活用し、予防医療を強力に推進している

英国における人工知能を活用した予防医療の取組み

（出所）NHS Englandホームページ

AIによる予
防医療

 2019年8月、英国政府は人工知能（AI）に投資し、患者ケ
アと研究を支援すると発表。

重点分野

AIラボ

• マンモグラフィ、脳スキャン、眼球スキャン、心監モニタリングなどの検査結果を高速化することによる、がんスクリーニングの改善

• ベッドや薬、医療機器、手術の将来ニーズをより適切に推定するための、予測モデルの使用

• 地域でより簡単に治療できる患者の特定や、NHSの圧力を軽減、患者が自宅近くで治療を受ける支援を行う。
• 心臓病や認知症などの疾患のリスクが最も高い患者を特定し、より早期の診断と、より安価で焦点を絞った個別の予防を可能にする
• 術後合併症、感染症のリスクがある人々を検出するためのシステムを構築したり、臨床医からのフォローアップを必要とする患者の安全性を改善し、再入
院率を削減する

• NHSの従業員をスキルアップして、日々のタスクにAIシステムを使用できるようにする
• NHSで既に使用されているアルゴリズムを検査して、AIの安全性の基準を高め、システムをより公平で堅牢にし、患者の機密性を保護する。
• ルーチン管理タスクを自動化して臨床医の自由な時間を増やし、患者により多くの時間を費やすことができるようにする。

このラボは、新しいデジタルヘルスケアユニットであるNHSx内に
設置され、Accelerated Access Collaborativeとともに稼働する。

＜AIラボの活動内容＞
• 実績のあるAIテクノロジーの採用を加速
• 運用効率を目的としたAIテクノロジーの開発の促進
• 技術の安全性と有効性をテストするための環境を作成する

• 未来の労働力の訓練

• 開発、展開、使用されているアルゴリズムの検査

• 人々が倫理と規制要件を適用するのに役立つツールと方法に関
する世界有数の研究に投資する

 AIラボが学者、専門家、テクノロジー企業を結集して、早
期のがん発見、新しい認知症治療、よりパーソナライズ
されたケアなどのヘルスケアの課題に取り組む

 国民健康サービス（NHS）は、公的資金2億5,000万ポン
ドを投資し、NHSx内に人工知能研究所（AIラボ）を設立
する。

国内外の技術・サービスの開発動向
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予防医療に関する英国の取組み(3/3)：政府と企業のコラボレーション事例

 優れた民間企業の技術も活用することで、官民一体となった取組みを推進している

DeepMindとの取組み

（出所） techcrunch

取
組
内
容

 2015年にロンドンに拠点を置くNHSトラストとパートナー
シップを結び、英国の国民健康サービス（NHS）を支援する
ために、臨床タスク管理アプリ「Streams」開発

 現在、Streamsアプリは、多くのNHS病院で展開されており、
医療従事者が患者を管理するのを支援する方法として、試
験運用されている。

 Streams は医師や看護師が、早急な処置が求められる急性腎障害の
状態をすぐに判断できるようにするアプリ

 DeepMindは、急性腎障害（AKI）と呼ばれる状態を早期に検出するAI
アルゴリズムを開発した。

 Streamsの導入によって急性腎障害を見逃す確率が12パーセントか
ら3パーセントにまで下がったという実験結果が出ている。

 一方で、このシステムではNHSが所有する臨床データをDeepmindが
共有しており、データの取り扱いについて論争が生じた。

アプリ「Streams」

 DeepMindはGoogle傘下の英国の人工知能企業

Babylon Healthとの取組み

 英国のデジタルヘルスのスタートアップ企業

 スマートフォン向けの医療診断チャットbotアプリを提供。こ
のアプリは、NHSと協業体制を築いており、医師不足を解
決する手段として期待されている。

取
組
内
容

 リスク要因と統計に基づいたヘルスケア情報からAIが診断する

 アプリの使用により、医師の時間的余裕の確保や人員削減を期待し
ている。

医療診断チャットbotアプリ

 医療費・診断コストの削減

 通院回数の減少

 NHSや保険会社のコスト削減
 人件費削減

 医師の負担減少 など

アプリ使用で期待できる効果

 チャット形式で問診を行うことで、事実上の「初期診断」を行ってくれる
アプリ

（出所） ForbesJAPAN「「AIドクター」で医療を変える、バビロンヘルスの野望」（2018年7月16日）

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Kaiser Permanente（米国）

 米国医療保険大手のKaiser Permanenteは、個々の患者の疾病管理や個人への情報提供、医師とのコミュニケーションなど、プライマリ
ケアの施策のキーとなるため、年間の総収入の約5%（約2,500億円）を毎年ITに投資している

 医療コストの削減とQOLの改善の両面を改善しており、全世界からのモデルとなりうるケース

Kaiser Permanenteの取組み

（出所） Kaiser Permanente 社ホームページ

KP HealthConnectの各プログラム
2005年以降順次、導入

導入状況： 約80%
（全事業地域の平均値）

電子医療記録： 600万人分が完成
（全加入者の約67%）

セルフ・ケアプログラム： 340万人が利用
主な効果

 外来患者数の減少と加入者の満足度向上

 My Health manager の利用者は、未利用者に比べて外来の割合が14%低い
 医療相談や医師のアドバイスの有益性、対面治療の待ち時間短縮による効率化などが加入者により評価さ
れる

 医療の無駄・非効率の抑制

 電子医療記録の利用目的の一つである投薬と検査の管理・適正化により、コスト削減がはかられている

 電子医療記録とドクターズ・オンラインを通した加入者の管理（経過観察）は、コンプライアンスを確認する上で
有益

 対面治療の効率化

 症候の20%程度について必要な医師の専門的治療において、電子医療記録が活用されている
 各加入者の電子医療記録は、実績・根拠に基づく治療を行うための情報源となる

 保険事業の効率化

 保険料と自己負担および診療報酬の決済において、電子医療記録を通した事務処理がなされる

KP HealthConnect導入完了後の長期目標

1. セルフ・ケアを保障プランの一つとして浸透・向上
させ、他の保険会社との市場差別化

2. 消費者ニーズに応じた医療と保険サービスの情
報提供を拡充

3. セルフ・ケアと対面治療の効率化および成果の
向上

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：habit（米国）

 Habitは、アンケートと血液検査から、パーソナライズドされた食事メニューを提案

habitの提供サービス概要

（出所） habit社ホームページ

サービス
内容

サービス
の流れ

1. 健康に関する質問に回答
2. 結果を取得する
3. 栄養プランを見る

 LDLコレステロール
 総コレステロール

 HDLコレステロール
 空腹時トリグリセエリド

• 値が新しいほど、正確
なプラン作成が可能。

• 推奨は一年以内。

 推奨される食習慣を確認し、習慣アプリからのガイダンスで簡単に食習
慣の構築を開始する。

 毎週、顧客独自のニーズに合わせた迅速かつ簡単なレシピを選択できる。

 おすすめの食品とその理由を明確に把握できる。

 Habitは、Amazon Freshと統合して食料品の買い物をより簡単にし、Fitbit®
製品と統合して、より完全な食事プランを作成する。

 自己申告データと既存の血液検査値に基づいてパーソ
ナライズされた栄養の推奨事項を作成する「habit 
Essential」というサービスを提供。

 費用は49ドル
 簡単なオンラインアンケートを取り、既存の栄養関連の
血液検査値を4～5個入力する。

 アンケートの所要時間は約10分で、完成したプランはす
ぐに見ることが出来る。

 糖尿病患者と18歳未満はサービス対象外

＜必要な血液検査値＞

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：DEXA FIT（米国）

 DEXA FITはDNA検査に基づき、パーソナライズドされたトレーニングメニューを考案するアプリを提供

DEXA FITの提供サービス概要

（出所） DEXA FIT社ホームーページ

サービス
内容

Fit AI（近日公開）

サービス
の流れ

 FitnessGenes DNAテストでは、自宅でDNAの検査を行い、
DNAの結果から、最適なトレーニングを提案するサービス。

 全3種類のキットが提供されている。

 全てのFitnessGenesキットは、筋肉構築、脂肪減量、等
の健康維持に役立つ明確なアドバイスを得られる。

 パーソナライズされた遺伝的トレーニングシステムは、身
体特性と環境に固有の週ごとや日ごとのトレーニングと栄
養プランを提供する。

＜スターターキット＞

 Genetic Get Fit Starter Systemで体を知り、フィットネスを変える
ことをサポート。

 DNA分析により、健康、フィットネス、栄養に関連する遺伝的変
異が明らかになる。

 この情報を使用して、遺伝子の長所と短所に最適化された個人
向けの4週間の遺伝子トレーニング計画を作成する。

Fit AIは、DexaFitの結果とライフスタイルおよびアクティビティのデータ
を組み合わせて、より幸せで、より健康で、より強く、より長く生きること
を支援するサービス。

＜パーソナライズ＞
機械学習と人工知能は、予想される寿命などを計算しして表示する。

＜実用的＞
Fit AIマーケットプレイスは、最適な健康と寿命を達成するのに役立つ
専門家、製品、およびリソースのネットワークを提供する

※DEXA FITでは、これ以外にも体組成スキャンや3Dボディス
キャン、心血管検査などのサービス提供も行っている。

1. 自宅からキットを購入
2. サンプルをラボに郵送
3. オンラインで結果を見る（推奨事項を簡単に理解できる）

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：DAY TWO（イスラエル）

 DAY TWOは、手軽な食事のコントロールを通じ、健康状態の改善を行うアプリを提供

DAY TWOの提供サービス概要

（出所） DAY TWO社ホームページ

期待できる
効果

サービス
内容

 腸内細菌叢のプロファイルと標準バイオメトリクスに基づく個人専用
の栄養ガイドラインで血糖値を安定させる、科学・医学的な根拠に裏
付けられた唯一のソリューション

 健康記録と腸内細菌叢の状態に基づいて、最適な摂食行動のガイド
ラインを提供。

 食後血糖値の上昇を抑制

 より効果的に素早く体力を回復

 健康的な食習慣の確立

 終日の倦怠感や無気力からの脱却

登録＆注文 採便キットの受取 アンケートの記入
ショットガン・
メタゲノム解析

個人専用の
栄養ガイドライン

臨床栄養士の
アドバイス

＜使い方＞

発見

自宅での調理、お店でのお買い物、レストラ
ンでの注文。かつてない食品データベース
から豊かな発想が得られる。

• USDA認定食品データベース
• 利用者の豊富な食事サンプル
• 2500軒以上のお気に入りレストラン
• 好みに応じてタグづけされたおいしいレシピ

行動を記録し、ガイドラインをもっと簡
単に達成する。

• デイリースコア
• 食事日記
• 毎日のメニューコレクション
• 目標カロリー

機械学習アルゴリズムを使用した健康的
な血糖値管理

• 食物のどんな組み合わせで血糖値の
正常値が保たれるかを確認

• 以前食べてもいいと思わなかった美味
しい食物を食べる

• 医薬品に頼ることを減らす為に新たな
習慣を作る

栄
養
管
理
ア
プ
リ

記録 確認

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Nightingale Health（フィンランド）

 簡易的な血液検査を多項目で組み合わせて疾患リスクなどを検査するフィンランドの有望企業で、寿命も高い確率で予想できる

Nightingale Healthの提供サービス概要

（出所） Nightingale Health社ホームページ

バイオマー
カー

サービス
内容

サービス
の流れ

 Nightingale Healthは慢性疾患の世界的な負担を
解決することを目的とした、フィンランドのバイオテク
ノロジー企業

 血液検査により、23種類のパラメータを分析し、アプ
リを介して健康についてのアドバイスを行う「My
Nightingale」を提供。

 同社は、標準的な血液検査よりも広い範囲で健康を
把握できる血液検査を開発。病気のリスクをより早く
発見できる（心血管および2型糖尿病のリスクを最
大10年早く予測可能）

 スターターパッケージは79€で販売。

血液検査を受ける

• ナイチンゲールネストに行き、採血を行う。
• 現在ヘルシンキで利用可能。今後拡大予定。

My Nightingaleアプリで結果を見る
• 脂肪酸のバランスから炎症まで、健康に関する
様々な結果を確認

• どの領域に焦点を当てるかを学ぶ。

血液の力を活用して、ナイチンゲールは23種類のパラメーター（ナイチンゲール健
康指標、6つの健康指標、16の異なるバイオマーカー）を提供して、代謝の健康状態
を追跡する。結果が全てアプリで確認できる。

経時的な進行状況を追跡

• 定期的なフォローアップにより、どのライフス
タイルの選択肢が最も有益であり、健康につ
ながるかが分かる。

 コレステロールバランス
 血糖
 炎症
 脂肪酸バランス
 インスリン感受性
 心臓年齢

 総コレステロール
 LDLコレステロール
 HDLコレステロール
 トリグリセリド
 VLDLコレステロール
 アポリポタンパク質B
 アポリポタンパク質A1
 アポリポタンパク質B/A1比
 グルコース
 ケトーシス
 糖タンパク質のアセチル化（GlycA）
 オメガ３
 オメガ６
 MUFA％
 SFA％
 分岐鎖アミノ酸（BCAA）

１

２

３

My Nightingaleの結果に含まれるもの

ナイチンゲール
ヘルススコア

ライフスタイルが健康に及ぼす影響を要約した強力な指標。
膨大なデータベースを基に、分子健康データから最大100のスコアを付ける。
スコアが高いほど、長く健康な生活を送る確率が高くなる。

健康指標

 ナイチンゲールヘルススコア

国内外の技術・サービスの開発動向
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2040年における未来の健康・医療・福祉分野の目指すべき方向

Ⅰ.2040年までに予防的措置、ウェルネスが生活の主流に

Ⅰ-①

Ⅰ-②

意識せずに全ての生体トレンドの把握・心の見える化
を実現する

日常生活の中で自然と予防ができる社会の実現

心身の不調を予測し、最適な選択肢を提示するシミュ
レーションを実現する

重点研究項目の選定
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予防施策の普及の現状

 現行の予防施策は、健康づくりに対して関心が低い層（無関心層）へは届いておらず、普及に課題がある

健康無関心層が高い割合で存在する可能性

 これまでの予防施策効果が届いているのは、
ヘルスリテラシーや健康に関する関心が比較
的高い層であり、ヘルスリテラシーが低く、健
康づくりに対して関心が低い層（無関心層）へ
のアプローチが不足している。

 この無関心層は約7割も占めている可能性が
あり、健康に対する新たな情報収集をほとんど
行っていないため、行動変容が期待できない。

システムとしては整っていても予防医療が普及しない現状（米国）

米国USPSTFは政府指定の専門委員会として、
スクリーニング、カウンセリングサービス、予防
薬などの臨床予防サービスに関するエビデン
スに基づいた推奨事項を作成。

 しかし、35歳以上の米国成人2,800人に対し、
高優先度の予防医療サービスの実施率をみる
と、全て受けた人は8%に留まり、非常に低い

 自分にとって必要なサービス
が何かがわからない

 時間が取れない

 （予防医療の）優先度が低い

 予防医療サービスの効果を
感じられず、続けない

 サービスが高価

受けていな
い理由

全て受けた人
8%

一部受けた人
87%

全く受けていない人
5%

予防医療サービスを実施しているか？

（出所） USPSTFホームページ

重点研究項目の選定

（出所） つくばウエルネスリサーチ実施住民調査（2000年）

（有効回答1,914名）
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研究のコンセプト

コンセプト：日常生活の中で自然と予防ができる社会の実現

重点研究項目の選定

2040年に目指すイメージ
 一人ひとりの将来の健康状態を予
測しながら、納得した上で意思決定
ができる。

現状・課題

 現行の予防医療は、行動変
容のハードルが高く、7割の
無関心層などへの普及がな
かなか進まない。

 2040年に向けて、医療・介
護需要が爆発するとともに、
外国人材も増え、働き方・暮
らし方が多様化する。

 生活習慣病など、これまで重
要な社会課題としてみなされ
てきた「疾患」の管理が容易
になる一方、個人の抱える
悩みなど、見えづらい課題が
顕在化。

 一人ひとりの多様化する価
値観に合わせた「健康」を支
える選択肢を提示するなど、
行動変容の障壁を大幅に減
らし、自律的に健康をコント
ロールできることが必要。

挑戦すべき

研究開発の方向

 意識せずに全ての生体トレンド
の把握やストレスの可視化でき
るセンシング技術

 心身の状態を予測し、一人ひと
りの多様化する価値観や周辺環
境に合わせて最適な選択肢を提
示するデジタルツイン技術

既存技術の延長

ウェアラブルデバイスによるバイ
タルデータ取得

遺伝子解析による疾患リスクの
提案

医療ビッグデータとPHRの統合

 日々の生活のあらゆる導線に、健
康に導くような仕掛けが埋め込まれ
ている。

（イラスト出所） 経済産業省
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重点研究項目（案）

 一人ひとりの将来の健康状態を予測しながら、納得した上で意思決定ができる技術

 日々の生活のあらゆる導線に、健康に導くような仕掛けを埋め込む技術

重点研究項目の選定

プロダクト

インフラ

強い関心・意思
が必要

気づきが
自然と得られる

健康経営

運動・食事等
生活習慣改善
レコメンデーション

栄養補助などの
サプリメント

疾患リスク
検査サービス

従来の
健康診断

血圧・血糖値などの
モニタリング

慢性疾患向け
改善プログラム
（喫煙や糖尿病等）

活動量
モニタリング

個人に合わせた
健康プログラム
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研究テーマ例

 コンセプト：意識しなくても、日常生活の中で自然と予防ができる社会の実現

意識せず、負担のない

身体と精神の状態把握と改善を実現  個人に紐づくデータを統合・分析

 個人の健康状態を時系列化し分析する
AI等のシステムエンジン

 規格統一された電子カルテと各種取得
データを紐付けるPHR機能を持つプラッ
トフォーム

取得したデータを活用した
健康状態の分析

 性格や趣味等の行動選好を踏まえたレコメ
ンド（健康的行動が維持できるレコメンド）

 腸内フローラの解析から個人に合った食
事の提示

 職業や生活環境に応じた運動プログラ
ムの提示

 行動変容の要因の解析

行動変容を促進するメカニズムの解明

 心身の情報の正確な取得

 体内埋め込みモニタリング

 ストレス負荷時の生体情報（体温、心拍
数、ストレス値等）を計測

 睡眠時にベッドが体重や心拍数、体温、
睡眠状態、汗を計測

 歯磨き時に歯ブラシが口内細菌や唾液
の状態を計測

 「健康」を定義づける指標づくりにつながる
パラメータ取得や分析

 生体メカニズム再現シミュレーション

 ストレスの数値化手法の開発（表情や話
し方等日常生活活動の定量化）

心身のデータを正確に収集する

 ウェアラブルデバイスによるバイタルデータ
取得

 医療ビッグデータとPHRの統合
 血液内の各種マーカー検査

 遺伝子解析による疾患リスクの提案

既存の技術（技術のリニアでの延長含む）

重点研究項目の選定

（イラスト出所） 経済産業省
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議論テーマ②

2040年までに「どこでも医療」アクセスの実現
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企業事例：Zipstitch（米国）

 FDA認証を得た、縫合も可能な絆創膏Zipstitchを使えば、急なケガ等の際、医師に縫合してもらわなくても、傷の手当ができる
 結束バンドのような「zip」をしめることで、傷を効果的にふさぐことができ、縫うよりも傷跡が残りにくい

Zipstitch提供サービスの概要

使用方法

 1枚で3センチ程度の傷に対応可能

 傷の幅は4ミリ未満が推奨されている

 通常の縫合と異なり、処置後も傷跡が残りにくい

製品特徴

 高度な知識を必要とせず、以下の手順で傷口の応急処置が可能

 傷口の洗浄、止血、消毒

 Zipstitchの貼付

 Zipstitchのワイヤーを引っ張り、傷口をふさぐ

 絆創膏の貼付

概要

 販売元：ZipLine® Medical, Inc.

 アメリカ、カリフォルニア州

 縫合が必要な傷口をふさぐためのファーストエイドキットとして開発

 ZipStitch1枚・アルコールを含んだ脱脂綿1枚・ガーゼ1枚・ばんそうこう1枚がセットになったLaceration Kitが、30ドル程度で販売

（出所） Zipstitch社ホームページ

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：MedWand Solutions（米国）

 遠隔で複数の診断ができる簡易的な診断ツールを提供しており、用途に応じたキットでオフィスから軍事支援までカバー

MedWand Solutionsの提供サービス概要

（出所） MedWand Solutions社ホームページ

 デジタル聴診器

 皮膚や口腔内を見るための高解像度ビデオカメラ

 耳鏡

 検眼鏡

 体温計

 パルスオキシメトリー

 呼吸および心拍数モニター

 EKG

サービス
内容

診断
ツール

 MedWand Solutionsは、臨床医が場所に関係なく、患
者を診察できるソリューションを開発。

 MedWandは、医師と医療機器エンジニアによって作成
されたハンドヘルドデバイスで、１つのデバイスで複数の
診断ツールが使用可能。

 MedWandを使用すると、臨床医はリモート診察を行い、
複数のバイタルサイン測定値と主要な患者評価をリアル
タイムで収集して、町中または世界中の多数の病状を検
出および追跡できる。

 HOME DOC（デジタルオンラインクリニック）

 モバイルドキュメント

 グローバルドキュメント

• オフィスまたはキオスク環境向けに設計
• 各従業員用のMedWand、付属品（抗菌ワイプ、使い捨てチップ、100
人以上の従業員用の舌圧子）が含まれている

• 22インチ医療グレードのタッチスクリーンPCが付く

• 医療専門家によるモバイル、EMS、在宅医療、ホスピス、生活支援、
養護施設での使用、および船舶や航空機でのグローバルな使用向け
に設計

• MedWandと高性能タブレット/ラップトップが含まれる
• Bluetooth対応の血圧計カフとグルコメーターが含まれる

• 軍事支援作戦、遠隔トリアージ、過酷な環境での医療作戦、およびイン
ターネットや電力が利用できない場所での使用向けに設計

• 医療グレードのタッチスクリーンタブレットと、2つのMedWand、付属品
付く

商品の種類

 基本パッケージ

• MedWand、アクセサリースターターキット、抗菌剤収納ケースのセット
• 医師または遠隔医療プロバイダーに提供
• MedWandソフトウェアアプリケーションを無料でダウンロードした後、既存の
互換性のあるWindows 10タブレット、ラップトップ、またはPCで使用可能

• 患者が自宅で使用できるシステムとして設計
• MedWandソフトウェアが入った高性能2 in 1タッチスクリーンラップトッ
プ/タブレット付き

 OFFICE DOC

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Butterfly Network（米国）

 スマホとの連携による超小型の超音波診断装置を展開しており、画像設備がない地域での診断が可能となる

Butterfly Networkの提供サービス概要

（出所） Butterfly Network社ホームページ

Butterfly
IQ

特徴

 Butterfly iQ（iQ）は、人工知能が組み込まれたスマート
フォン用ハンドヘルド超音波ツール。

 世界中の医療画像設備がない地域での利用を想定して
おり、、2,000ドル未満で世界初の全身画像診断装置を
作成した。

 遠方に居る超音波の専門家が、Butterfly Tele-
Guidance™テクノロジーを利用して、超音波スキャンを
リモートで案内することができる。

 Butterfly Tele-Guidanceにより、医療画像の専門家を必
要とする患者を、事実上どこでも診断できる技術を開発
した。

 AIベースの米国のヘルステックスタートアップ企業。
 次世代DNAシーケンシング、1,000ドルのゲノムの基盤と
なるテクノロジー、精密医療革命を発明したことで有名な
Jonathan M. Rothberg博士によって、2011年に設立。

 医用画像の民主化に注力しており、2018年2月に、低コス
トで高品質のポータブル超音波スキャナー「ButterflyIQ」
を開発。

企業紹介

 シングルプローブで診断可能
Butterfly iQのシングルプローブは、あらゆるタイプのトランスデューサー
（線形、曲線、または位相）をエミュレートする9000個の微細加工センサー
の2Dアレイを提供する。

 ポータブルで手頃な価格
バタフライネットワークの超音波オンチップ技術は、従来のトランスデュー
サーシステムを単一のシリコンチップに置き換え、民生機器と同じシリコン
製造を活用している。そのため、2,000ドル以下で全身超音波装置を導入
できる。

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：inui Health（米国）

 inui Healthは、簡便に身体の状態を把握するためのサービスを提供

inui Healthの提供サービス概要

（出所） 各種公表資料

＜会社概要＞

会社名 inui Health社
所在血 米国カリフォルニア州

事業概要 医療IT系スタートアップ企業。いつでも、どこでも、自分の健康状態を監視し、理解するための次世代のテスト、デバイス、サービスを開発す
る。人工知能、製品設計、ユーザーエクスペリエンス、ハードウェア、ソフトウェア、および臨床管理の専門知識を応用して、消費者に野心的
かつ画期的な医療ソリューションを市場に提供している。

多項目検査キット「Scanaflo」
自宅での尿検査で、12項目を検査できる検査キット「Scanaflo」を開発中。現在、FDAの承認を求めている。

＜その他の製品＞

• その他に、血圧、体温、心拍数、血中酸素濃度を瞬時に測定できる「Scout」を開発。2013年から試験運用が開始され、2016年11月に終了し、FDAに
承認されている。

＜特徴＞

• Scanafloで検査できるのは12項目。グルコース、タンパク質、白血球、亜硝酸塩、尿に含まれる血液、ビリルビン、ウロビリノーゲン、アルブミン、クレア
チニン、ケトン、比重、pHレベルとなっている。

• 妊娠検査薬同様に試験スティックを尿に浸すと、スティック上の試薬の色が変わり、それをiPhoneのカメラでとらえるだけで、判定結果がアプリに表示
されるという仕組み。

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：OraSure Technologies（米国）

 OraSure Technologiesは、HIVの簡易検査キットを開発

OraSure Technologiesの提供サービス概要

（出所） OraSure Technologies社ホームページ

＜会社概要＞

会社名 OraSure Technologies社
所在 米国ペンシルベニア州

従業員 340人（2016年12月）
事業概要 口腔液診断・採取装置や、重大な病状を検出または診断するために設計された技術の開発、製造および流通のリーダー企業

家庭用HIV検査キット「OraQuick In-Home HIV Test」
家庭で検査できる店頭販売の簡易検査キットとしては初めてFDAの認可を受けた。

＜その他の感染症検査製品＞

• OraQuick ADVANCE® Rapid HIV-1/2 Antibody Test：医師や看護師用で、指先で血液を採取する検査。
• エボラ出血熱、インフルエンザ、HCV検査薬も

＜特徴＞

• 採取した唾液サンプルにより20－40分で結果判定ができる。
• 39.99米ドルで市販されている。
• 検査薬の信頼度は99.94%
• OraQuickの口腔液急速HIV検査は口腔液検査であって、唾液検査ではない。口腔液は唾液とは少し異なる。ガムラインから採取した経口液には、抗体が含
まれている。抗体は、感染と戦うために身体の免疫（防御）系によって産生されるタンパク質である。HIVに対する抗体がある場合、その人がHIVに感染してい
ることを示す。

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Sotera Wireless（米国）

 様々な生体データを連続・非侵襲的にモニタリングする機器・システムを開発し、FDA認可を取得。病院のワークフローやEMRシステムと
直接連携するソリューションを展開

Sotera Wirelessの提供サービス概要

（出所） Sotera Wireless社ホームページ

Sotera Wireless Inc.概要
 2004年に設立のカリフォルニア州サ
ンディエゴ氏に本社を置く非公開企
業。従業員は現時点で約70-80名。

 ViSi Mobileは、「院内の低緊急ケア
の場でもICU（集中治療室）と同じよ
うな各種パラメータの連続モニタリン
グを可能とする」、FDAで初めて承認
を受けた包括的バイタルサインモニ
タリングソリューションである。

 病院向けのモニタリングプラット
フォームとして、EMRインタフェース、
患者に装着するリストモニター、デー
タサーバー、back-endコミュニケー
ションソフトウェアを従来の病院ス
タッフのワークフローと統合できる。

 Sotera社は、病院へのソリューション
導入拡大と同時に、退院後の患者
の再入院を防ぐ退院後モニタリング
や、糖尿病などの慢性疾患の在宅モ
ニタリングへの展開を目指す。

主力製品 Visi Mobile Solution の紹介

 同社の製品特徴は、バイタルサインの連続モニタリングにより、従来のモニタリングに対してより優れた臨床アウ
トカムが得られること、自動的なモニタリングとナースステーションへのバイタルデータの報告により、合併症の予
防や看護師の生産性の向上を促し、コスト削減できることなどが挙げられる。

 Sotera社の主力商品であるViSi Mobileは、手首に装着可能なスクリーン付センサーシステムで、血圧、心拍数
／脈拍数、心電図（ECG）／心臓リズム、血中酸素飽和度、呼吸数、皮膚温をモニタリングする装置。本装置の
使用により、病床の患者へ取り付けるワイヤーの数を減らすことができる。また、院内・輸送中の患者の状態を
モニターするにも有効である。

 同社は2012年8月にシステム全体に関してFDA510K承認を受けているが、ViSi Mobileで採用している、カフ
やカテーテルなしでの連続的な血圧モニタリングを可能とする連続的非侵襲性血圧（cNIBP）モニタリングソフト
ウェアに関して2013年10月に追加のFDA510K承認を受けた。

国内外の技術・サービスの開発動向



43 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

企業事例：Empatica（米国）

 Empatica社はてんかん発作検知用機器 “Embrace”を販売。当初は病院内でのみ使用されていたが、現在は一般ユーザーに拡大
 スマートウォッチとして初めて米食品医薬品局（FDA）の認可を取得
 一見して利用者がてんかん患者とわからないよう、見た目のデザインにも注力。通常のアクティビティ・トラッカーと同様のデータも採取する

Empaticaの企業概要

（出所） Emptica社ホームページ、各種公表資料

会社名 Empatica

会社所在地 米国 （Cambridge, MA）

設立 2001年

主要経営陣 Matteo Lai, CEO

Simone Tognetti, CTO

資本金 Raised $500k on IndieGoGo, 
above its initial goal of $100k

上場/未上場 未上場

事業概要 てんかん患者を主な対象として、心

拍、皮膚伝導反応、体温から発作
症状を検知するリストバンド型機器
を開発

• Empaticaのリストバンド型機器
“Embrace” はてんかん発作の症状を持つ
患者を対象として開発

• てんかんの発作を検知するために、医療
機器レベルのセンサーで使用者の皮膚伝
導反応等を検知。発作の発生時には自動
的に登録してある家族、医療スタッフ、友人
等に宛て、患者の位置情報を含んだ通知
を発信する

• 当初は病院内でのみ使用されていたが、
現在は一般ユーザーに拡大

【関係企業情報】

 2015年1月、クラウドファンディングサイト IndieGoGo
にて初期の資金調達目標をクリア

【設立の経緯】

Empatica社のEmbrace で使われる技術はMITでストレス
レベルの測定を目的として開発された。その後の追加研究
により、同じデータがてんかんの発作症状検知に役立つこ
とが確認され、Empatica創業に至った

提供サービス概要

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Call 9（米国）

 Call 9は、緊急を要する患者を医師をつなぐアプリを提供

Call 9の提供サービス概要

（出所） Call 9社ホームページ

サービス
内容

タ
ー
ゲ
ッ
ト

 緊急の状況にある患者と救急訓練を受けた医師をつなぐオ
ンデマンドアプリ。

 必要な患者は911をダイヤルするよりもアプリを介してER
医師とより速く接続できる。

 これらの医師は、緊急事態を評価し、現場の人々に基本的
な医療処置の実施方法を指導し、必要に応じて救急車を呼
ぶことができる。

 このサービスでは、提携施設に基本加入料が課金され、患
者ごとに追加料金がかかる。

特徴

 老人ホーム
 学校
 ホテル など

革新的なケア

接続オンサイト緊急訓練を受けた最初の
応答者と遠隔救急医療の医師を提供する
ために、仮想ケアプラットフォームを通じて
ケアへの即時アクセスを可能にしている。

ベッドサイドテクノロジー

Call 9のカスタムテレヘルスプラットフォー
ムは、患者と会話するための3方向ビデオ、
患者を治療するための12以上のベッドサ
イド診断、およびケアを知らせるリアルタ
イムEMR統合を統合している。

バリューに基づいた医学

手頃な価格で質の高いケアを提供し、回
避可能な入院と医療費を削減し、患者の
希望を文書化して尊重している。

 シリコンバレーに設立され、現在ブルックリンに本社を置く

 ハイテクソリューションは、入院のリスクのある患者を特
定し、介護施設のベッドで快適にケアすることを可能にす
る。

 独自技術プラットフォームにより、臨床チームはケアへの
アクセスを増やし、患者の転帰を改善し、不必要で有害な
入院を回避し、医療費を削減することができる。

Call9
とは

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：KEZ（韓国）

 急病や屋外での事故などの際、体温、心拍、血圧を測るウェアラブル機器であるKEZが緊急事態を察知し、自動的に内蔵の魚眼カメラで
360度撮影し、データを送信

KEZの提供サービス概要

（出所） 各種公表資料

概要

 お年寄りや子どもの見守りが可能になるスマートウォッチとして開発された

 病院内での急変モニタリングへの活用も検討されている

 モニタリング状況はスマホのアプリで確認可能

 2018年12月にクラウドファンディングで資金を集め、19年8月から順次発送予定（最低出資
額は199ドル(約2万2600円)であった））

使用
方法

 リアルタイムで心拍、血圧、体温、動作などをモニタリングし続け、独自のアルゴリズムに
よって、ちょっとしたストレスの発症や激しい運動などを含む “通常の状態” とそれ以外の
“緊急事態” を区別

 心拍の上昇、筋肉の緊張やストレスホルモンの発生など “緊急状態” を検知すると 360°
魚眼カメラが15秒間、状況を記録し始め、自動的に保護者や介護者に動画を送ってくれる

 携帯を通じてGPS情報などを提供してくれるので、すぐに駆け付けることが可能

国内外の技術・サービスの開発動向



46 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

企業事例：Telesofia（イスラエル）

 がん患者向けの遠隔医療プラットフォームで、抗がん剤の副作用における対処が可能となることで綿密なフィードバックが得られる

Telesofiaの提供サービス概要

（出所） Telesofia社ホームページ

サービス
内容

流れ

 Telesofia medicalはイスラエルのスタートアップ企業。
独自のプラットフォームにより、患者向けのパーソナライ
ズされた教育ビデオを自動的に配信するサービスを提
供している。

1. アプリを介して、患者は副作用やその他の問題をリア
ルタイムで医師に報告

2. 腫瘍医の指示に基づいてカスタマイズされたビデオが
患者の電話にポップアップ表示される。

※この技術は、患者のエンパワーメントを高め、不必要な医
学的合併症を減らし、治療効率を高める可能性がある。

企業紹介

 イスラエル国内最大の病院であるシバ医療センターの腫
瘍医と協力して、在宅で化学療法の副作用に対処する
ためにがん患者が病院の医師と通信できる遠隔医療ソ
フトウェアを作成

 医師の診察を受け、自宅の快適な場所でビデオを介して
個別のフィードバックを得ることができる。

 腫瘍医は、次回の診療までの間、患者をより厳密に監視
し、治療することができる。

 2019年8月にシバ医療センターでのパイロットを開始し、
数ヶ月の間に、消化器腫瘍学ユニット内の数百人の患
者に提供される予定。

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：tyto care（イスラエル）

 簡易的な血液検査を多項目で組み合わせて疾患リスクなどを検査するフィンランドの有望企業で、寿命も高い確率で予想できる

tyto careの提供サービス概要

（出所） tyto care社ホームページ

サービス
内容

 いつでもどこでも医療提供者とガイド付きの医療試験を行う
ことができるハンドヘルド試験キットおよびアプリ。

 Tytoを使用すると、診断、治療計画、および必要に応じて処
方箋をすべて自宅で快適に受け取ることができる。

提
供
デ
バ
イ
ス

 試験カメラと温度計を備えたTytoデバイス
 耳を検査するための耳鏡アダプター

 心音と肺音用の聴診器アダプター

 喉の舌圧子アダプター

 医師とガイド付き試験を実施するためのTytoApp™

 医療提供者は心臓、肺、喉、耳、皮膚、腹部、心拍数、体温を検査し、
次のような最も一般的な状態の多くを診断および治療できる。

 Tytoはまた、医療提供者が慢性状態を監視し、手術または手術後の
健康状態を監視するために使用できます。

＜対応疾患＞

 耳の感染症

 風邪やインフルエンザ

 熱

 頭痛

オンデマンド健康診断

 目の刺激

 充血

 副鼻腔痛

 アレルギー

 喉の痛み

 咳と上呼吸の問題

 虫刺されと発疹

 便秘と胃の痛み

使
い
方

① TytoCareデバイスの電源を入れて、アプリを起動
② 試験を取り込んでプロバイダーと共有したり、ライブガイド付
き試験を実施

③ 診断、治療計画、および必要に応じって処方箋を入手

国内外の技術・サービスの開発動向
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2040年における未来の健康・医療・福祉分野の目指すべき方向
重点研究項目の選定

世界中のどこにいても必要な医療にアクセスできるメディカルネットワーク
の実現

Ⅱ. 2040年までに「どこでも医療」アクセスの実現

Ⅱ-①

Ⅱ-②

一部の慢性疾患の診断・治療フリーを実現する

医療空白地帯を減少させる診断・治療の自動化を
実現する

Ⅱ-③

Ⅱ-④

医師の医学的所見・診断能力を更に引き上げる

自分の状態に合った、医療介護へのベストアクセス
システムを実現する

Ⅱ-⑤

簡易な検査・治療機器によるスタンダードオブケアを
実現する
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研究のコンセプト

コンセプト：世界中のどこにいても必要な医療にアクセスできるメディカルネットワークの実現

重点研究項目の選定

2040年に目指すイメージ現状・課題

 2040年に向けて、地方部では、
人口減少に伴う担い手不足、
医療介護施設の撤退が深刻
化し、医療・介護へのアクセス
が更に困難に。

 一方、都市部では、人口集中
に伴う医療・介護需要が爆発
的に増加するため、供給が間
に合わない。

 南海トラフ地震と、首都直下地
震は、今後30年以内に発生す
る確率が70％と予想されてい
る。

 今より少ない人数で、質の高い
医療を提供する必要。

 自分の状態の把握とそれに応
じた合理的な選択ができること
が必要。

 通院の要らない疾患コントロー
ル／急性期の重症化を防ぐス
タンダードオブケアが必要（ユ
ニバーサルメディカルツール）

挑戦すべき

研究開発の方向
 医療空白地帯を減少させる
診断・治療の自動化技術

 スタンダードオブケアを実現する
簡易な検査・治療機器

 安定的な医療提供に貢献する
医師の医学的所見・診断能力を
更に引き上げるAI技術

 自分の状態に合った、最適な医
療介護にアクセスできるシステム
（医療・介護資源の最適活用）

 一部の慢性疾患の診断・治療フ
リーを実現する生体内介入制御
技術

既存技術の延長

体内からの診断システム（カプセ
ル内視鏡）

 AIによる医療画像、動画解析
 コンパクトマルチ遠隔診断機器

 医療・介護者のスキルの多寡にか
かわらず、誰もが不安無く質の高い
医療・介護を提供できる。

 住む場所に関わらず、災害・緊急時
でも、必要十分な医療・介護にアク
セスできる。誰もが役割を担うことが
できる。

（イラスト出所） 経済産業省
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社会構造の変化によるアクセス困難化

 2040年に向けた社会構造の変化により医療機関へのアクセスが困難となる

※1 人口、面積、要介護認定率、医療機関、介護老健施設数、財政指数等に基づいてクラスタリング（３分類）したもの
(出所)㈱日本総合研究所「地域支援事業の実施状況及び評価指標等に関する調査研究事業」報告書

※2 各セグメントの中央値に基づく記述
(例示した地域名はあくまでも各セグメントの例示であって、当該自治体の統計値と中段文中に示した数値は一致しない)

人口密度が高く、需要爆発により供給不足
に。

セ
グ
メ
ン
ト

概
要

地
域
の
社
会
・

産
業
構
造
の
変
化

人口密度低下に伴うサービスの効率悪化、
民間主体の撤退により供給不足に。

過疎に伴う地域の存続、医療・介護サービ
スの維持に向けた取り組みが課題に。

①若年者（経済力が弱い）、③認知症の人、⑤災害被災者(防災含む）

②地方・過疎地域の居住者、⑥地方・過疎地域の医療・介護従事者

④ひとり暮らし高齢者、⑥初任段階の介護従事者

※1

○現在
• 人口約23万人、高齢化率約24％、人

口密度は約8.5千人/km2
• 可住面積当たり医療施設数は7.3件
• 可住面積当たり介護老健施設数は

0.26件/km2

○将来（2030年頃までの見通し）
• 人口減少が始まり、2030年までに総

人口が約4％減、高齢化率は4pt増
※2

○現在
• 人口約10万人、高齢化率約26%、人

口密度は約3千人/km2
• 可住面積当たり医療施設数は2.6件
• 可住面積当たり介護老健施設数は

0.12件/km2

○将来（2030年頃までの見通し）
• 都市地域よりも人口減少し2030年まで

に総人口約7％減、高齢化率は4pt増

○現在
• 人口約2万人、高齢化率約33％、人

口密度は約150人/km2
• 可住面積当たり医療施設数は0.4件
• 可住面積当たり介護老健施設数は

0.04件/km2

○将来（2030年頃までの見通し）
• 2030年までに総人口が約15％減、高

齢化率は6pt増
医
療
・
介
護

分
野
で
想
定

さ
れ
る
問
題

変
化
に
よ
り

多
様
化
す
る

対
象
層

大都市圏地域
例・東京都文京区、東京都調布市

大都市圏周辺、地方中心部
例・奈良県生駒市、千葉県我孫子市

その他の地域
例・長野県軽井沢町、宮崎県国富町

• 大都市圏（首都圏、関西圏、中京圏、
北九州圏）の中心部～郊外部の地域

• 2015年時点で、全人口の約3割、国
土面積の約1%を占める

• 大都市圏周辺市部と地方の中核的な
地域及びその周辺市部を含む

• 2015年時点で全人口の約2割、国土
面積の約4%を占める

• 大都市圏以外の町村部（郡部含む）
• 2015年時点で、全人口の約5割、国

土面積の約95％を占める

重点研究項目の選定
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想定される大規模地震

 近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震には、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中
部圏・近畿圏直下地震がある

 中でも、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ地震と、首都中枢機能への影響が懸念される首都
直下地震は、今後30年以内に発生する確率が70％と高い数字で予想されている

（出所） 内閣府防災情報

重点研究項目の選定
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地方において定期的通院が困難、又は災害時の重症化が課題となる

重点研究項目の選定

疾患名 通院者に占める割合

1高血圧症 15.2%
2糖尿病 7.3%
3歯の病気 6.5%
4不 詳 6.4%
5腰痛症 6.3%
6その他 4.7%
7眼の病気 4.1%
8脂質異常症 3.8%
9うつ病、その他のこころの病気 3.1%

10関節症 2.7%

地方において透析施設の閉鎖が課題となっている

愛知県北設楽郡
東栄町

（2020年3月）

 医師や看護師の確保が難しく、医療センターの運営
に年間約3億円を町の一般会計から補てんするなど
財政的にも厳しい

 現在18人いる透析患者は、車で40分から2時間かけ
て、新城市や浜松市などの施設に週3回通院が必要

透析患者の災害時の影響が大きい（東日本震災の死亡者数）

 東北3 県の透析患者死亡率（2011）は、全国平均や、震災の直接的被
害を殆ど受けなかった四国4県と比較して高くなっている

石川県羽咋郡
志賀町

（2019年11月）

 町内唯一の透析施設が看護師不足・採算悪化で無
くなり、支援団体が患者12人中2人の送迎を実施

 週3回の通院に対応するため、新たな車両を購入し、
介護福祉士のスタッフを増員

 移動費は１人当たり通常月8万円前後のところ、乗り
合いにすることで月4万円に下げる方法を採用

定期的な通院が必要な患者

課
題
の
大
き
い
疾
患

地方では医療の偏在により供給体制が貧弱な地域がある

（出所） 医療従事者の需給に関する検討会 第18回医療受給分科会資料 （出所） 各種記事

（出所） 厚生労働省「平成28年国民生活基礎調査」よりMURC作成 （出所） 日本透析医学会「東日本大震災学術調査報告書－災害時透析医療展開への提言」
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病院収容時間が伸びることが救命救急による重症化につながる

（出所） 総務省消防庁「平成30年版 救急救助の現況」、北海道 釧路総合振興局ホームページ「あなたの担う6分間 命をつなぐ救命手当」

脳疾患、心疾患、呼吸器系が死亡や重症化の課題となる

死亡率の地域間格差は急性期疾患で大きく、地方は死亡率が高い

救急車での搬送時間が年々伸びている

病院収容時間
26.0分→39.3分
（＋13.3分・51%増）

現場到着時間
6.1分→8.6分

（＋2.5分・41%増）

2040年予想
（増加率一定と仮定）

52.6分

2040年予想
（増加率一定と仮定）

12.1分

症状 時間

心停止 3~5分

※2017年時点の現着時間 8.6分

呼吸停止 約10分

多量出血 約30分

※2017年時点の病院収容時間 39.3分

死亡率50%を超える経過時間（目安）

（単位：人）

原因として、①専門的な医療チームの不足、②緊急対応の不足、などがあげられる。

重点研究項目の選定
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重点研究項目（案）

 医療・介護者のスキルの多寡にかかわらず、誰もが不安無く質の高い医療・介護を提供可能な技術

 住む場所に関わらず、災害・緊急時でも、必要十分な医療・介護にアクセスできる。誰もが役割を担うことができる技術

重点研究項目の選定

使い勝手
：簡便

普遍的な医療

使い勝手
：複雑

医療の高度化

AED
小型マルチ
診断機器

パーソナル
縫合キット

緊急用
ウェアラブル

AIによる
診断補助

簡易てんかん
検出

手術ロボット

救命救急
医療機器

個人向け

コメディカル向け

医師向け

ウェアラブル
血圧計

簡易超音波
プローブ

マルチ
検体検査

遠隔がん診断
ツール

通常の画像診断
機器

通常の体外
診断機器

凡例：
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研究テーマ例

 コンセプト：世界中のどこにいても必要な医療にアクセスできるメディカルネットワークの実現

重点研究項目の選定

どこでも医療アクセス

 体内からの診断システム（カプセル内視鏡）

 AIによる特定疾患での医療画像解析
 コンパクトマルチ遠隔診断機器

 血液中のがん細胞等検出技術

 コンパクト超音波プローブ

 インスリンポンプ

既存の技術（技術のリニアでの延長含む）

 診断、治療の自動化に向けた技術

 遠隔生体スキャン技術（可視外電磁波によ
るスキャナ等）

 遠隔3D技術を可能とする技術（触覚、嗅覚
再現）

 触覚再現（ICPFアクチュエーター等）
 デジタル実体ファントム

 診断・治療フリーに向けた生体内介入技術

 完全埋め込み型機器関連技術

 生体内検査のフィードバックからの薬剤自
動徐放技術

 極小ナノロボット関連技術（生体内ワイヤレ
ス給電、生体内自走式モビリティ技術）

災害時でも
医療空白が生じない技術

 スタンダードオブケアを実現する簡易な検
査/治療機器
 救命救急の一次処置用マルチ小型装置

 超小型画像診断機器（例：フレキシブル
超音波グリッドアレイセンサ）

 パーソナライズドピルディスペンサー

 診断、治療の自動化に向けた技術【再掲】

 遠隔生体スキャン技術（可視外電磁波による
スキャナ等）

 遠隔3D技術を可能とする技術（触覚、嗅覚再
現）

救急時の死亡率や後遺症を
劇的に減らす技術

 医師の医学的所見、診断能力をさらに引き
上げるための技術

 AIによる完全自動診断技術（症例報告を
教師データとした医師の医学的所見・診
断能力をAI化、言語対応など）

 ビッグデータ解析、医療情報の連結・統
合

 病院や薬局への適切かつ効率的な誘導

 自宅での補助診断を行うセンシング技術

 病院のネットワークのシステム化

医療・介護費の効率化、
人手不足等の問題の解消

（イラスト出所） 経済産業省
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議論テーマ③

2035年までに高齢者のQoLを劇的に改善させる
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企業事例：LifeCare（米国）

 LifeCareは、ボタン一つで手軽にあらゆるニーズに対応する支援を受けられるサービスを提供

LifeCareの提供サービス概要

（出所） LifeCare社ホームページ

個人緊急対応システム
（PERS）

サービス
内容

＜メリット＞

• 医療提供者と家族との調整
• 緊急支援と医療監視
• 予定のリマインダーとスケジュール
• 輸送手配の支援
• ウェルネスコールとセルフケア管理コーチング
• 投薬管理の支援
• 処方リフィル
• 社会的および行動的サポート

LifeCareConnect-遠隔医療モニタリングと医療アラート

 LifeCare Home Health＆In-Home Servicesは、高齢者向けのサー
ビス

 ハンズフリーのヘルプボタンを使用した個人緊急対応システム
（PERS）や、Virtually There Careと呼ばれるリモート監視システム、
投薬管理などを提供。

 月額コストが低く、24時間年中無休の支援が受けられる
 患者が安全性と自立性を維持できるように、LifeCareConnect

Medical Monitoring Solutionsと提携している。

ハンズフリーのヘルプボタンにより、高齢者
は必要なときにすぐに緊急対応にアクセスで
きるため、自立性を維持できる。

Virtually There Care ™
監視カメラシステム。家族がリモートカメラ
で視聴できるほか、可聴通信機能を備えて
いる。

投薬管理
薬を体系的に管理し、患者に薬を服用するように思い出さ
せ、処方箋の配達を追跡する薬ディスペンサー

 ボタンを押すだけで、あらゆるニーズに対応する支援
を利用できる。

 LifeCareConnectコンシェルジュサービスは、医療および
日常のニーズを支援するための単一の窓口として機能
する。

特徴

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Livia

 アメリカのLiviaは、感覚神経に弱い電気刺激を与えることで生理痛の痛みをブロックするゲートコントロール理論に基づいたデバイス（CE
マーク、FDA認証取得済み）を開発

Livia提供サービスの概要

サービス
内容

 ゲートコントール理論を採用
 感覚刺激は神経線維を通って脳に伝達されるが、神経には痛みを伝える細い線維と、触圧覚を伝える太い線維の２種類があり、ど
ちらもT細胞と呼ばれるゲートを経由する。シグナル伝達速度の速い太い線維に刺激を与えるとゲートが閉じ、細い線維を通る痛み
のシグナルが遮断されて痛みを感じなくさせる

製品特徴

 製品名：「Livia」
 パッド部分を患部（主に腰や下腹部）に貼り付け、電磁パルスを発生させることで、腰周辺の神経に作用して生理痛を緩和
 薬を用いないため、副作用もない

企業紹介

 販売元：Livia
 本拠地：アメリカ
 事業内容：2016年にクラウドファンディングサイト「Indiegogo」で出資を募ったところ、目標額を上回る資金調達に成功
- 購入の場合は199ドル、サブスクリプションモデルであれば月額8ドル

（出所） Livia社ホームページ

国内外の技術・サービスの開発動向
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企業事例：Solio

 イスラエルのSolio社は、慢性疼痛、スポーツによるけが、外傷性疾患、月経痛などの様々な痛みを緩和するデバイスを開発

Solio社提供サービスの概要

サービス
内容

 本製品を特長づけるのは３つの特定技術
1. 双極RF：筋肉と関節に到達し、痛みを治療しながら血液循環を増加させる深層浸透技術
2. IR：皮膚の痛みとこわばりを治療するための２波長赤外線技術
3. LLLT：筋肉のけいれんを治療する低反応レーザー治療技術

製品特徴

 製品名：「Solio Alfa Plus」
 家庭で利用できる痛み止めデバイスとして、2019年初頭に初めて米国の認可を受ける（米食品医薬品局、FDA）
 PCマウスのような手にはまる形状をしており、４つのRFダイオードが、深部加熱により皮膚を非侵襲的に貫通して、血液循環を促進
し、組織の再生を促進し、炎症、筋肉痛、硬直、痛みを軽減する

 開発までの3年間、イスラエルのHillel Yaffe Medical Centerで研究が行われ、100人の腰痛患者が参加し、90%の患者に痛み止め
の効果が表れた

企業紹介

 企業名：Solio
 本拠地：イスラエル

 事業内容：医療専門家向けのエネルギーベース技術とプラットフォームを開発したバイオ医療と工学の専門家チームで構成され、家
庭での使用を目的とした高医療テクノロジー製品の設計・開発を行う

（出所） Solio社ホームページ

国内外の技術・サービスの開発動向



60 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

企業事例：Cochlear

 オーストラリアのCochlear社は、スマートフォンとの直接接続や、耳に掛ける必要がなく、体外装置を頭に装用するだけで済む人工内耳を
開発

Cochlear社提供サービスの概要

サービス
内容

 最新のCI532人工内耳インプラント（スリム・モディオーラ電極）は2019年11月に厚生労働省から医療機器製造販売承認を取得
 最新サウンドプロセッサ製品群には、先進的な音声管理システムである SmartSound ® iQを搭載
 拾った音を（1）雑音下の話し声、（2）静かな環境での話し声、（3）雑音、（4）風の音、（5）静寂下、（6）音楽、の6つのシーンに聞き分
け、装用者が聞き取りやすいように音量を自動で調節

製品特徴

 製品名：「Nucleus 7 サウンドプロセッサ」
 従来の人工内耳では、電話の音声が雑音に混ざってしまい通話の聴き取りが難しかったが、通話の音声をスマホから直接サウンド
プロセッサに送信することで、雑音環境でも明瞭な聴き取りやすさを実現

 製品名：「KANSO  サウンドプロセッサ」
 従来の人工内耳は、体内に埋め込むインプラントと体外装置である送信コイルとサウンドプロセッサで構成され、サウンドプロセッサ
を耳に掛け、送信コイルを頭部に貼り、頭皮を隔てて磁力によってインプラントをくっつけていたが、送信コイルとサウンドプロセッサ
を一体化

企業紹介
 企業名：Cochlear
 本拠地：オーストラリア
 事業内容：人工内耳・医療機器の製造、販売。日本国内では日本コクレア社が輸入販売を担当

（出所） Cochlear社ホームページ

国内外の技術・サービスの開発動向
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2040年における未来の健康・医療・福祉分野の目指すべき方向
重点研究項目の選定

Ⅲ . 2035年までに高齢者のQoLを劇的に改善させる

Ⅲ-①

Ⅲ-②

負荷を感じないリハビリで、身体機能を向上させる

認知症・要介護状態でも在宅で長く自立的な生活を
可能にする

負荷を感じずにQoLの劇的な改善を実現
（健康格差をなくすインクルージョン社会の実現）

Ⅲ-③ 不調となった生体制御システムを正常化し、慢性疼痛
緩和・感覚系の不調の軽減を実現する
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研究のコンセプト

コンセプト：負荷を感じずにQoLの劇的な改善を実現

重点研究項目の選定

2040年に目指すイメージ現状・課題

 2040年に、100歳以上の高
齢者が30万人を超え、生き
方や価値観も多様化。

 単身世帯が40%を超え、ま
すます高齢者の独居が増え
る中、健康の維持や社会参
画が重要な課題になる。

 高齢に伴うQoLの低下など、
ライフステージにおける変化
に心身が対応できず、生き
がいや、社会参画を諦めて
しまいかねない。

 疾患・障害など何らかの生き
づらさを持っても「一病息災」
となり、就労意欲の向上等、
社会参画できるエンパワーメ
ントが必要。

 一人ひとりに合わせて、無理
なくQoLを維持・向上させる
ことが必要。

挑戦すべき

研究開発の方向

 負荷を感じないリハビリで身体機
能を向上させる技術

 可能な限り在宅で自立的に生活
できるアバター、サイボーグスー
ツ等の技術・社会インフラ

 不調となった生体制御システム
を正常化し、慢性疼痛緩和・感
覚系の不調の軽減を実現する技
術

既存技術の延長

パワードスーツ、ブレインマシン
インターフェイス、高性能補聴器
などによる身体機能の補完

パーソナルモビリティによる移動

 心身機能が衰えたり、ライフステー
ジにおける様々な変化に直面しても、
技術や社会インフラによりエンパ
ワーされ、不調に陥らず、一人ひと
りの「できる」が引き出される。

（イラスト出所） 経済産業省
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介護が必要となる主な原因は、認知症、脳血管疾患、高齢による衰弱

 認知症、脳血管疾患、高齢による衰弱の3つで、要介護となった要因の約半分を占める
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25%
33%
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その他・不明・不詳

心疾患（心臓病）

関節疾患

骨折・転倒

高齢による衰弱

脳血管疾患（脳卒中）

認知症

65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった要因

（出所） 内閣府「平成30年版高齢社会白書」よりMURC作成

重点研究項目の選定
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それ以外にも、痛みや視聴覚の不調は、社会参画を妨げ、QoLを低下させる

 高齢者に多くの有訴者がおり、かつ日常生活に影響する症状は、四肢・体幹の痛みや視聴覚の不調等

症状別 65歳以上の有訴率×日常生活に影響のある割合

（出所） 厚生労働省「平成28年度国民生活基礎調査」よりMURC作成
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Avg:34%

腰痛

手足の関節が痛む

手足の動きが悪い

もの忘れする

手足のしびれ

きこえにくい

物を見づらい

頻尿

足のむくみやだるさ
眠れない

体がだるい

手足の冷え

（参考）各領域に該当する症状

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

【呼吸器・循環器】
動悸、息切れ、前胸部の痛み、
ゼイゼイする
【不定愁訴】
いらいらしやすい、めまい、食
欲不振
【泌尿器】
尿が出にくい・排尿痛、尿失禁
【その他】
骨折・ねんざ・脱きゅう

【四肢・体幹】
腰痛、手足の関節が痛む、手
足の動きが悪い、手足のしび
れ、手足の冷え、足のむくみ
やだるさ
【その他】
体がだるい、眠れない、もの忘
れする、物を見づらい、きこえ
にくい、頻尿

【消化器】
下痢、胃のもたれ・胸やけ、腹
痛・胃痛、痔による痛み・出血
【口腔】
歯が痛い、歯茎のはれ・出血
【その他】
頭痛、鼻がつまる・鼻汁が出る、
発疹、月経不順・月経痛、切り
傷・やけどなどのけが

目のかすみ
耳鳴りがする
せきやたんが出る
便秘
かみにくい
かゆみ
肩こり

（注）1. 日常生活に影響のある割合は、6歳以上の合計（65歳以上の有訴者以外も含んでいる）

有訴者数が多く日常生活への
影響度が高い症状

重点研究項目の選定
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リハビリの負荷は、リハビリの継続性に大きく影響する

 リハビリ実施患者の64%がリハビリを中止した経験があるが、半数程度はリハビリの負荷が低ければ継続できていた可能性がある

リハビリを中止した経験のある患者割合

（出所） 健育会グループ研究事例「外来リハビリテーションの現状と課題」よりMURC作成

（参考）各領域に該当する症状

57%

43%

43%

36%

36%

21%

21%

21%

7%

日常生活に支障がなかった

他の疾患で運動ができなくなった

運動が嫌いで面倒だった

運動の必要性がわからなくなった

遠方で定期的な診察ができなかった

痛みが強くなった

運動に時間がかかりすぎる

仕事や家族の介護で忙しかった

趣味で時間を取られる

64%

36%

(n=22) (n=14)

身体的、
時間的な
負荷に起因

重点研究項目の選定

リハビリ
中止経験あり

リハビリ
中止経験なし
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重点研究項目（案）

 心身機能が衰えたり、ライフステージにおける様々な変化に直面しても、技術や社会インフラによりエンパワーされ、不調に陥らず、一人ひ
とりの「できる」が引き出される

高負荷
（心理的・肉体的）

低負荷
（心理的・肉体的）

補完 回復

従来の
リハビリ

経皮的
電気刺激による
疼痛緩和

義手・義足

脊髄刺激による
疼痛緩和

オンライン
リハビリ

アシスト
スーツ

外出時
見守り支援

低負荷で
QoLを改善

重点研究項目の選定
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研究テーマ例

 コンセプト：身体機能拡張・補完技術の開発等により、低負荷でQoLを劇的に改善させ、100歳まで明るく健康に過ごすことができるように
する

重点研究項目の選定

負荷を感じずにQoLの
劇的な改善を実現

 認知症や要介護者の日常生活をさりげなく支える
コンパニオンロボット関連技術

 ロボット機器や近距離を低速で移動するロボッ
トの自動運転技術

 AIを活用した自然環境で人以上の性能を持つ
音声音響認識、話者識別技術

 介護・看護・リハビリ、検査、診断等を実現するた
めのアバター・サイボーグスーツ等の技術

 活動データを解析したアバターの高度化・AIへ
の置換技術（多能工化したAIロボットの実現）

 高齢者特有のバイタル取得と人体内への信号
伝達等を可能にする技術

介護者・要介護者の負担を軽減する技術

 高齢になっても筋肉量や骨密度等を維持し続ける
技術

 電気刺激等を用いた、日常活動での効率的な
筋量回復技術

 個人に合わせた活動量を最小限にアシストし、
状態を維持するセンシング技術

 生活習慣の中で運動を促す都市デザイン

 脳血管疾患等により失われた身体の機能を、元
の状態に回復させる技術

 脳神経系のリプログラミング

 ニューロリハビリ

自律的な生活を可能とする
健康状態を維持・向上する

 身体機能の衰えを補完する技術

 神経と接続して自由に動かせる義手・義足

 生活周りの手助けを行い、終末期まで自宅で
生活を可能とするロボット・AI

 不調となった生体制御システムを正常化するため
の技術

 神経リプログラミング技術

 非侵襲的な外部刺激（電磁気的な刺激、音声
等）を与え、神経系の不調や疼痛を解消する技
術

 遠隔センサー等による高齢者の見守り

 身体機能の変化に対応したアシスト機能

不調が生じても心身の機能を補完して
QOLを維持する

 対話：BCIによる最低限のコミュニケーション
 心身機能：パワードスーツ

 移動：パーソナルモビリティによる移動

 聴覚：超高性能補聴器

既存の技術（技術のリニアでの延長含む）

（イラスト出所） 経済産業省
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IV. 医療・健康分野における国内外の技術・戦略インテリジェンス機能
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ODが優れたPMを見つけ出す。
テーマ立案はPM（候補）、外
部識者とのインタラクション
による。

米国DARPAの組織および機能(1/3)

 DARPAの年間予算は、34億ドル規模であり、組織としての階層が少ないことから意思決定が速いという特色がある

DARPAの活動の規模 DARPAの組織構造

 年間予算：＄3.4 Billion（2019）

 職員220名、内100名のPM

 ５部門（※）で約250件のプログラム

 約2000件の契約や助成金などがある。主に、企業（資金の67%）、大
学（資金の17%）、DOD（国防総省）、その他の研究機関など。

★階層が少ないため素早い決定が可能これは、DoDの科学技術の総資金の25%、
連邦政府の研究開発資金の2%に当たる

DSO（防衛化学室）、I2O（情報イノベーション室）、
MTO（マイクロシステム技術室）、STO(戦略的技術室）、TTO（戦術技術室）

→プログラムは小規模から大規模のものまで多様であるが、単純平均すると、
• PM一人当たりのプログラム数：2.5件
• 1プログラム当たりの平均年間予算規模：＄13.6M
• 1プログラム当たりの平均研究契約数（研究実施者数）：8件
• 1研究契約当たりの平均年間予算規模：＄1.7M

※DARPAで言う「プログラム」は日本では「プロジェクト」のイメージ。また、DARPAでの「プロジェクト」は日本での「個別契約」のイメージ。

長官 Dr.Steven H. Walker
副長官 Dr. Peter Highnam
DARPA方針、プログラム承認

Office Director （計5～6人）
テーマ構想・立案

PM探し・選定・サポート・監督

Program Manager （約100人）
プログラム立案・遂行責任、自由に実行、常に飛び回り情報収集等

報告義務
DOD長官

PM、プログラム承認要請

相談・報告
プログラム提案

DARPAの問題意識提示
（時に具体的なテーマ

を指示）

職員 約220人
総員 約800人

充実したPMのサポート体制
・外部コントラクター
・PMによる専門家のアサイン

研究実施者 研究実施者 研究実施者・・・ ・・・

米国DARPAの組織・機能

（出所） 2014年第2回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会資料「米国DARPAの研究開発マネジメントのポイント」

（出所） DARPA 2019 Strategic Framework

*上記数値より算出
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米国DARPAの組織および機能(2/3)

DARPAの活動の規模 DARPAの組織構造

DARPA’s
interest

OD
最新動向・問題
など情報交換

技術ｺﾐｭﾆ
ﾃｨ

外部有識者

情報交換

PM
候補

綿密な
やりとり

選
定

PM テー
マ

 DARPAが有する問題意識を踏まえ、
オフィス・ディレクター（OD：部門長）がPM
候補者や外部の技術コミュティとのイン
ターラクティブな対話を通じてテーマを作り
こみ（通称「HOMEWORK」）。

 技術コミュニティや外部有識者に最新動向、
問題、新しいアイデアを聞き取る。

 いかに革新的な研究テーマ（問題を解決し
うる新しいアイデア）になるかを丁寧に検討。

 PM選定の後にテーマ決定、テーマ決定の
後にPM選定の場合など、プロセスは柔軟

 前PMや適任者の紹介、テーマ設定時
にアイデアを出した人

 公募はしない

PMの選定（任期3～5年）

0.Homework(OD,PM等の双方向やりとりによるテーマ設定）

1.Iteration(反復）
Heilmeier Criteria（次ページ参照）への回答等を繰り返し、
PMがプログラム案を作りこむ

2.Tech Council（長官、副長官等）の承認
 PAD（Program Approval Document）予算、機関、開始時期、等
 BAA（Board Agency Announcement)公募開始
 Source selection board

3.Proposal Receive（研究実施者からの提案受付）
 評価（3週間以上）
 採択通知

 契約準備（1週間以上）

 契約締結（2か月以上）

4.Program Kick-off Meeting

5.Go（プログラム実施開始）

6か月～
1年以上

3か月以上

PM選定後、開始まで1年以上

米国DARPAの組織・機能

（出所） 2014年第2回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会資料「米国DARPAの研究開発マネジメントのポイント」
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米国DARPAの組織および機能(3/3)

PMの役割 DARPAのテーマの特徴

 ミッションに合致していること
 その分野で最高の研究者を入れること
 イノベーションのためのネットワークを作ること

①自由度の高い革新的なテーマ設定と最適なPMの人選
DARPAは、軍事・防衛をひとつの出口としながらも自由度のある革新的なテーマ設定
を行い、PMに外部技術コミュニテーの潜在力を最も引き出せる最適な人材を選び、権
限を与えて自由に行わせることにより目標達成を目指すマネジメント・スタイル。

②具体的なテーマ及びプログラムの丁寧な作りこみ

具体的な研究テーマを決めるにあたって、OD/PM（候補）が核となりつつも、国内外の
最新動向把握、外部技術コミュニティ等との綿密なやりとり等、オープンかつ双方向、
柔軟性が高いプロセスで検討（HOMEWORK）

③PMの裁量の下でのステージゲート方式による運営
PMに権限・裁量を付与し、新たなアイデア・技術を含め可能性のある複数の技術のト
ライ、見極め・絞り込み、出口に向けた融合等を、小刻みにステージゲートを設けなが
ら研究プログラムを運営。”Proof of Concept”まで実施。

④異分野融合を通した非連続イノベーション

DARPAモデルでは、課題の解決に向け、PMが中心となって、異なる専門領域・技術
領域の優れた研究者の知を糾合し、目標の実現を強力に推進しており、異分野融合
を通したDisruptive（非連続）Innovationの観点からも有効な方策。

 煮えたぎる情熱をもって臨む
 プロジェクト成功に責任を持つ
 最高の研究者をencourageする
 Technicalリスクが高くとも、リスクを最小限にする

Best Team作り

リーダーシップ

成功に向けた説得的な仮説・ストーリーを描く

PMの資質 PM ”orchestrates” the technical community

 Capability（物事を動かす能力）
 世界を変えたいというPassion（熱意）
 起業家精神

 深い技術的知見

 他人のアイデアを取り入れられる

 イノベーターとして実証されている

 Creativity（創造性）
 Visionary
 リーダーシップ

 ベストな人々を見つけられる（ネット
ワーク）

 短長期のマイルストーンを作れる

 はっきり物事をいえる

米国DARPAの組織・機能

（出所） 2014年第2回産業構造審議会産業技術環境分科会研究開発・評価小委員会資料「米国DARPAの研究開発マネジメントのポイント」
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海外ムーンショット事例一覧(1/6)

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

1 Brain Initiative 米国

 脳細胞・回路の関係性を解明する新たな技術を開発
し、究極的には脳機能と行動の複雑な関係性を明ら
かにするためのプロジェクト

 NIH、DARPA、National Science Foundation（NSF）
等が参画し、5領域における研究プロジェクトに投資

約1.1億ドル
（初年度）

政府：DARPA/ NIH/ NSF/ FDA 
/ IARPA 等
産業界：Google/ GE/ Boston 
Scientific/ GSK/ Medtronic 等
その他、財団、研究機関、大学

2 Cancer Moonshot 米国

 米国は5年間で癌の予防、診断、治療に10年分の進
歩を遂げ、最終的には癌を根絶することを目指すこと
を目指すプロジェクト

 NIH、製薬企業、研究機関、患者団体との連携の中で
研究を推進

1.8億ドル（7
年間）

政府/ NCBA（Blue Ribbon 
Panel)/NIH（National Cancer 
Institute）など
PACT(官民コラボレーション）：NIH
と１１製薬企業
その他/患者、患者支援団体、大学、
研究機関等

3 Precision Medicine 
Initiative 米国

 癌や糖尿病のような病気を治癒することをより身近に
し、国民全員に個別化された医療サービスへのアクセ
スを提供することを目指すプロジェクト

 NIH、FDA、民間企業、研究機関、との連携の中でプ
ロジェクト推進。2016年には、2.1憶ドルの予算を獲得

2.1億ドル
（2016年）

政府（NIH,NCI,FDA他）
大学、研究機関（Duke他）
国際NGO（ビル&メリンダゲイツ財
団）
民間企業（Google X, GE 
Ventures、Intel他）
米国の18歳以上のボランティア

海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

（出所） 各種公表資料
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海外ムーンショット事例一覧(2/6)
海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

4
Stimulating 
Peripheral Activity to 
Relieve Conditions

米国

 NIHは2014年にバイオエレクトロニック療法を推進す
るプログラムを立ち上げ
 その中で、神経を刺激することにより臓器機能を制
御する新規治療法を開発する「症状緩和のための
末梢作用刺激（Stimulating Peripheral Activity to 
Relieve Conditions：SPARC）」プログラムを立ち
上げ

2021年度ま
でに総額約2
億3,800万ド
ルの助成を計
画

NIH

5 American AI Initiative 米国

 2019年2月11日、トランプ大統領がAI開発促進を図る
大統領令「America AI Initiative」に署名

 「AI研究開発への投資」「AI資源の開放」「AIガバナン
ス基準の設定」「AI労働力の構築」「国際的な関与とAI
の優位性の保護」の5つを指針とし、中国の加速する
AI技術向上に対抗したもの。今後AI分野への優先的
な投資拡大の見込み

 特にヘルスケアにおけるAI技術開発は重点分野の１
つと考えられ、企業・大学の新規参入も大幅に増加す
る見通し

8.5億ドル DOE、NIH、NIST、NSF

6
EU Health 
Programme
（ホライズン2020）

EU

 EU諸国間の協力を支援し、EUの健康活動を支え、発
展させるための資金調達手段

 EUすべての人々の成長を促進するスマートで持続可
能かつ包括的な経済とすることを目的とする、ヨーロッ
パ2020全体の戦略の一部

第1期（2003-
2007）
312百万ユー
ロ
第2期（2008-
2013）321.5
百万ユーロ
第3期（2014-
2020）449.4
百万ユーロ

EU加盟国の政府、政府の研究機
関、大学等の高等教育機関、NGO

（出所） 各種公表資料
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海外ムーンショット事例一覧(3/6)
海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

7 French Health Data 
Hub initiative (HDH) フランス

 フランスでは、全国的なデータプラットフォームを、健
康分野でのAIプロジェクトの開発を促進する目的で、
医療ビッグデータの共有と活用を促進するために設定
（トップダウンアプローチ）

－ －

8
the German Medical 
Informatics Initiatives 
(MII)

ドイツ

 ドイツでは、ドイツ連邦教育研究省が立ち上げたMIIに
よって、患者ケアと医学研究からの臨床データを統合
するためのインフラストラクチャの開発を計画（ボトム
アップアプローチ）

1億6,000万
ユーロ
（2021までの
プログラムに
て）

医療機関、製薬メーカー等により構
成されるコンソーシアム他

9 National Artificial 
Intelligence（AI）ラボ 英国

 2019年8月、英国政府は、医療に焦点を当てた
National Artificial Intelligence（AI）ラボを作成するた
めの資金として2億5000万ポンドを発表
 AIラボは、がん、認知症、心臓病の治療法の開発
に取り組むAIプロジェクト

2億5,000万
ポンド（3億
300万ドル）

－

（出所） 各種公表資料



75 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

海外ムーンショット事例一覧(4/6)
海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

10 DigitalHealthEurope EU

 このプロジェクトは、Horizon2020（EUが2000年代か
ら手掛けているeヘルスに関わる医療、人口変動、健
康分野の研究開発プロジェクト（対象期間：2014-
2020））から資金提供を獲得

 デジタルシングルマーケット戦略のコンテキストで、デ
ジタルヘルスおよびケアイノベーションイニシアチブに
対する包括的に統合された一元化されたサポートを
提供

 国境を越えた市民の健康データへのアクセスが可能
で、そのビッグデータを利用して研究・疾病予防・個別
化された医療を推進

－ －

11
The National Family 
Caregiver Support 
Program (NFCSP) 

米国

 NFCSPは、家族や非公式の介護者が自宅で高齢者
をできるだけ長く介護するのに役立つさまざまな支援
に資金を提供するために、州および準州に助成金を
提供

約1億5,000
万ドル（2016
年）

－

12 American Gut Project 米国

 世界最大の市民科学マイクロバイオームプロジェクト
 人間の腸内微生物叢の最大の公的参照データベース
を提供し、多くの将来の微生物叢研究を促進するのに
役立つ可能性

クラウドソー
シングを通じ
た資金調達
ほか

米国国立科学財団、米国エネル
ギー省、欧州研究評議会、NIHR、
などが出資

（出所） 各種公表資料
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海外ムーンショット事例一覧(5/6)
海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

13 the All of Us initiative 米国
（NIH）

 All of Usは、国立衛生研究所（NIH）の新しい研究プ
ログラム。プレシジョン・メディスン（精密医療）を進歩さ
せることを目標

 100万人以上のアメリカ人の健康データの収集を行い、
得られたデータから研究を進める

 情報提供者は提供したデータから、自分の健康情報
を知ることが可能

15億ドル 一般の人のボランティアでの参加
を幅広く呼び掛け

14
National Robotics 
Initiative 2.0
（NRI-2.0）

米国

 ロボティクス関連の新技術開発・商業化を積極的に支
援するプロジェクト

 特に、人々のそばで働く、協調ロボットの開発と仕様を
促進する米国の基礎研究をサポートする。

35万～75万
ドル（基礎プ
ロジェクト：3
年の総予算）
50～150万ド
ル（統合的な
プロジェクト：
4年間の総予
算）

全米科学財団（NSF）、米国農務省
（USDA）、米国エネルギー省
（DOE）、米国航空宇宙局（NASA）、
米国国防総省（DOD）などの連邦
政府の複数の機関
※NIHは2017年に参加機関から離
脱

15 The exosuit project 米国
（DARPA）

 exosuitは、軍隊が長距離をトレッキングして疲労の少
ない目的地に到着できるようにするため、軍事目的で
調査
 その結果、exosuitプロジェクトは、Warrior Webプ
ログラムの一部として国防高等研究計画局
（DARPA）から資金提供を受ける

 Soft Exosuitは、ハーバード大学ヴィース研究所と
ハーバード大学ジョンAポールソン工学応用科学ス
クール（SEAS）のチームによって開発
 このスーツは、複数の関節に機械的な力を加える
ことでユーザーを支援

－ ハーバード大学

（出所） 各種公表資料
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海外ムーンショット事例一覧(6/6)
海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

No. プロジェクト名 国・地域 概要 予算規模 参加者

16 Implantable health 
trackers

米国
（DARPA）

 2016年、国防高等研究計画局は、埋め込み型バイオ
センサー技術を開発するための米国陸軍研究局との
プロジェクトを発表。サンフランシスコのProfusa社は、
開発をリードするためにDARPAから750万ドルの助
成金を獲得

 米軍は、この技術がミッションの効率を向上させ、兵士
がミッションに影響を及ぼす可能性のある健康問題に
迅速に対処できるリアルタイム情報を提供することを
期待
 バイオセンサーを通じて、兵士の健康情報を収集、
デジタルネットワークでつなぎ、データを活用

750万ドル
DARPA
米国陸軍研究局
Profusa社

17

Using routine NHS 
data to accelerate 
clinical trial 
recruitment’ project

米国
（NIHR）

 オックスフォード大学が主導する新しいプロジェクトで
は、NHSのビッグデータを使用して臨床試験への採用
を促進
 このプロジェクトは、ヘルスケアの課題に対する革
新的なデータベースソリューションである10の
‘Sprint Exemplar Innovation Projects’の一部

資金300万ポ
ンドの一部

NIHRオックスフォードバイオメディ
カルリサーチセンター、NHSデジタ
ル、オックスフォード大学ビッグ
データ研究所、North West 
Ehealth Ltd、Aire Logic Ltd

18
artificial intelligence 
(AI) healthcare 
projects

英国

 2018年、オックスフォードの医学研究チームは、さま
ざまな状態の患者に利益をもたらす新しい人工知能
（AI）ヘルスケアプロジェクトを後押しする政府のイニシ
アチブのおかげで、1,750万ポンドの新しい資金を獲
得

 デジタル病理学、画像処理、人工知能（AI）センターの
ネットワークを確立し、AIの使用における診断と治療
の実施が目標

1,750万ポン
ド

英国医療研究開発協会（NCIMI）、
オックスフォード大学・医学研究
チーム

（出所） 各種公表資料
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海外ムーンショット事例の整理 -Brain Initiative -

 Brain Initiativeでは、まずは脳神経を解析するツールを開発し（①）、それを活用して、脳活動を把握し（②）、さらには、脳の活動をモニタ
リングしたり調節したりするための低侵襲技術等の開発（③）に結びつけることを狙っている

脳神経の解析・計測
技術の開発

基盤技術

個別技術

脳活動の把握／
脳内マッピング

脳活動をコントロール
する技術開発

1

2

3

ディスカバリー エンジニアリング

海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

（出所） 各種公表資料よりMURC作成
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海外ムーンショット事例の整理 -Cancer Moonshot/Precision Medicine Initiative-

 A: Cancer Moonshotは、Blue Ribbon PanelやPACTの取組を基に、薬剤開発や、副作用低減に向けた取組を進めている
 B: Precision Medicine Initiativeでは、100万人以上のコホートを作成することで、疾患に関する新たな治療法の開発につなげることを
目的としている

基盤技術

個別技術

100万人以上の
コホート作成

Blue Ribbon Panel
（がんに関する

データベース構築等）

がん治療抵抗性克服のた
めの治療標的探索他

患者の監視・管理によるが
ん治療の副作用低減他

カルテ情報、遺伝子情報、代謝物質情報、体
内の微生物情報、生活環境・生活習慣データ、
行動データを含む様々な情報の集積

国立衛生研究所（NIH）と12の大手製
薬会社によって開始された5年間の官
民共同研究

新しい免疫治療療法を推進すべく、バ
イオマーカーを特定し、開発、検証する
取り組み等を行う

新しい治療法の開発
及びテスト

Precision Medicine Initiative

Cancer MoonshotA

B

がん治療法促進パー
トナーシップ（PACT）

2016 年4月～

研究者、臨床医、患者がアク
セスし、がんデータを共有・分
析するための全米データベー
ス構築ほかを実施

2017 年10月～

BRPレポートを受け
て実装チームを設立

2016 年～

2019年5月で約19万人が参加

ディスカバリー エンジニアリング

海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

（出所） 各種公表資料よりMURC作成
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その他の海外ムーンショット事例

 患者のヘルスケアデータを統合することで、今後の治療薬や治療法開発につなげるもの、より創薬に結びつける形でのデータベース構築
を進めるもの、個別技術の開発に向けて資金を調達するもの、に大きく分類される

ディスカバリー

基盤技術

個別技術

エンジニアリング

German Medical 
Informatics 
Initiatives

American Gut 
Project

うつ病患者の腸内細菌
叢研究による治療法開

発等
がん・認知症・心臓病
の治療法開発

研究や医療従事者のサ
ポートのために健康デー
タの管理・利用を促進マイクロバイオームの参

照データベースを作成

French Health Data 
Hub initiative

SPARC（Stimulating 
Peripheral Activity to Relieve 

Conditions）

神経を刺激することによ
り内臓機能を制御する
新規治療法を開発

National Artificial 
Intelligence（AI）ラボ

（英国）

関連機関の協力による
AIの医療への活用促進

Digital Health
Europe

疾病予防・個別化医
療に向けた取組

NFCSP（The National Family 
Caregiver Support Program）

介護者を支援する技術開発等
の支援

National Robotics 
Initiative

ロボットの基礎研究を行う大
学機関対象

The exosuit project/ 
Implantable health 

trackers

DARPAによるロボットスー
ツや埋め込みバイオセン
サー開発プロジェクト

Using routine NHS data to 
accelerate clinical trial 

recruitment’ project

希少病疾患の表現型と遺伝子
型のクラウドベースの構築や
大規模ながんコホート研究の
統合データリポジトリと分析
データベース構築

治験リクルート加速によ
る新薬等開発強化

障がい者を支援する
ロボット等の開発

EU Health
Programme

American AI 
Initiative

EU諸国の健康促進活動
に向けたファンディング

欧州事例米国事例

SonoSite,Da-vinci
プロジェクト

DARPA傘下のプロジェクト
として製品化に成功

海外の大規模ヘルスケア関連開発プロジェクト事例

（出所） 各種公表資料よりMURC作成
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BRAIN Initiativeの概要

 Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) Initiativeは、技術革新を基盤として脳のネットワー
クの全体像を解明し、脳の部位ごとの役割を明らかにした「脳マップ」を作成することで、脳の働きの全容解明を目指すため2013年に発表

 アポロ計画やヒトゲノム計画に匹敵する米国の巨大科学プロジェクトとして民間企業、大学、財団、国民にも参加を促している

予算（2015年） 概要主体

主
導
政
府
機
関
別
の
予
算
と
目
標

NIH
（国立衛生
研究所）

 神経科学研究計画
に1億ドル

 アルツハイマー病、自閉症、統合失
調症治療のための新手法の開発を
目指す

 脳回路を図式化するツールや回路
内の活動のパターンを計測するツー
ル、認識能力や行動能力が創り出
される背景などの研究を推進

DARPA
（国防高等
計画局）

 8,000万ドル
 病気・怪我の負担軽減のために新
技術に基づく可能性を追求。データ
処理や画像・先端分析を支援

NSF
（国立科学
財団）

 認知科学・神経科
学に2,900慢ドル、
うちブレインイニシ
アティブに2,000万
ドル

 健康的な脳がどのように機能する
かを調べる概念的・物理的ツールを
開発

 思考・記憶・行動などがどのように
脳から生み出されるかを総合的に
理解するツールの開発に焦点

 BICCNプロジェクト
 マウス・ヒト・ヒト以外の霊長類の脳について、脳
情報データのアーカイブ構築と公開

 5年間で2億5,000万ドル
 解析データにより、神経疾患治療に従事する研
究者や臨床医を支援

 Neuro-FASTプロジェクト
 脳機能の可視化やデコーディングを目指す
 研究成果を、脳に損傷を負った米軍人等の脳機
能の回復につなげる

 革新的人工装具の開発（Brain-Computer 
Interface)
 義手を操作する脳操作人工装具を開発し、上腕
部分が不自由な米軍関係者等の支援

 神経回路網の活動を感知・記録する分子スケール
のプローブ開発に携わる、物理化学、生物化学、
社会科学、行動科学分野の研究

関連研究開発プロジェクト

BRAIN Initiativeの主導機関と実施事項

（出所） 情報通信機構「米国における脳情報関連技術に関する研究開発動向」（2018年）ほか、各種資料

Brain Initiative



82 Mitsubishi UFJ Research and Consulting

 FDAは、BCIやインプラント
関連機器の評価方法やガイ
ダンスについて検討

BRAIN Initiativeに参加している主な組織

 BRAIN InitiativeはNIHやDARPA、NSF等の政府機関だけではなく、多くの研究機関や民間企業、財団と連携
 以下の赤字の組織は参加組織間連携や一般への情報開示等の運営を担う「BRAIN Initiative Alliance」グループへ参加している

政府組織・研究機関・大学等 民間研究機関・企業等

政府
機関

 国防高等研究計画局（DARPA)
 エネルギー省（DOE）
 食品医薬品局（FDA）
 情報高等研究開発活動（IARPA)
 国立衛生研究所（NIH）
 国立科学財団（NSF）
 大統領府

財団

 Brain & Behavior Research Foundation
 Kavli Foundation
 National Photonics Initiative
 Pediatric Brain Foundation
 Simons Foundation大学

 ボストン大学（Center for Systems Neuroscience）
 カーネギーメロン大学（BrainHub）
 Neurotechnology Architecting Network
 Pacific Northwest Neuroscience Neighborhood
 アリゾナ大学（Center for Innovation in Brain Science）
 カリフォルニア大学機構（Cal-BRAIN）
 ピッツバーグ大学（Brain Institute）
 テキサス大学機構（UT System Neuroscience）
 ユタ大学

研究
機関

 アレン脳科学研究所
 ハワード・ヒューズ医学研究所
 ソーク研究所
 ローレンス・リバモア国立研究所

民間
企業

 Blackrock Microsystems
 Boston Scientific
 GE
 Inscopix
 Medtronic
 Neuro Nexus
 Neuro Pace
 Rippleneuro
 Second sight

バイオ
機器
メーカ

 Glaxo Smith Kline製薬
メーカ

 Google
 FacebookIT

米国
以外

 国家保険医療研究評議会（NHMRC、オーストラリア）
 Brain Canada Foundation（カナダ）
 Lundbeck Foundation（デンマーク）

（出所）情報通信機構「米国における脳情報関連技術に関する研究開発動向」（2018年）、Brain Initiative公式HP、各団体HP

Brain Initiative
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全体の経緯・スケジュール感

 個々の脳細胞や複雑な神経回路の瞬時の相互作用で脳が活発に機能するさまを理解するための新技術の開発と応用を進め、脳での大
量の情報の記録・処理・貯蔵・利用・引き出しおよび脳機能と行動の複雑な関係を解明することを目的として、2013年にオバマ大統領（当
時）が創設を発表

（出所） 情報通信機構「米国における脳情報関連技術に関する研究開発動向」（2018年）

Brain Initiative

年 概要

2013年 ・4月、オバマ前政権がBRAINイニシアティブの創設を発表。

2014年

・4月、オバマ前政権が、2015年会計年度におけるBRAINイニシアティブの予算案や方針等をまとめたファクト・シートを発表。
・6月、NIHがイニシアティブにおける具体的な取組をまとめた140ページ強の報告書「BRAIN2025：A Scientific Vision」を発表。
・9月、NIHが第1フェーズの研究助成金の付与（58件、計4,600万ドル）を開始。
・9月、オバマ前政権が、イニシアティブに関する図解（インフォグラフィック）を発表。
・11月、ワシントンD.C.において、二日間に亘る研究者向けの会議を開催。

2015年

・2月、オバマ前政権が、2016会計年度におけるBRAINイニシアティブの予算案や方針などをまとめたファクト・シートを発表。
・2月、オバマ前政権が大統領府のブログに、イニシアティブについての記事を投稿。
・7月、イリノイ州シカゴにおいて、BRAINイニシアティブ・アライアンスの最初の会合を開催。
・10月、NIHが第2フェーズの研究助成金の付与（67件、計3,800万ドル）を開始。

2016年

・9月、ニューヨークで開催された国連総会において、国際BRAINイニシアティブの創設を発表。
・10月、NIHが第3フェーズの研究助成金の付与（約7,000万ドル）を開始。
・10月、オバマ前政権がカーネギーメロン大学において、BRAINイニシアティブ会議を開催。
・11月、BRAINイニシアティブ・アライアンスの公式ウェブサイトの運営開始。

2017年

・8月、NSFが国家神経科学インフラの拡張を目指した研究公募を開始。
・10月、NIHが第4フェーズの研究助成金（110件、計1億く6,900万ドル）の付与を開始。
・10月、NIHの細胞センサス・ネットワークが、ヒト、サル、マウスの脳細胞の種類や機能についてまとめた電子インベントリ
（細胞センサス）の構築を開始。
・10月、NIHが神経倫理学研究の開始を発表。
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Fiscal Year BRAIN PMI Cancer Moonshot Regenerative 
Medicine

millions of ＄
2017 10 40 300 2
2018 86 100 300 10
2019 115 186 400 10
2020 140 149 195 8
2021 100 109 195
2022 152 150 194
2023 450 419 216
2024 172 235
2025 91 36
2026 195 31

10-Yr total 1,511 1,455 1,800 30

Funding for NIH Innovative Research Initiatives under the Cures Act.

BRAIN Initiativeの予算規模

 BRAIN Initiativeの立ち上げ時には神経科学、神経技術、関連インフラの大きく分けて3つの項目に対し2025年までの10年間で総額50億
米ドル規模の予算が投じられる計画であった

 一方実際にプロジェクトを担当する研究者からはInitiativeや予算計画を野心的すぎると指摘する声や、目的が曖昧すぎるとの批判もあり、
脳機能の全解明を目指すという当初目標からスケールダウンしたとの指摘もある

2025年度までの予算プラン（2014年計画段階）

※精密医療イニシアチブ
(Precision Medicine Initiative)

（出所）情報通信機構「米国における脳情報関連技術に関する研究開発動向」（2018年）注1,2、Brain Initiativeホームページ
（注1）米議会調査局、米科学振興協会 （注2）米国保健福祉省

Brain Initiative

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

NIH 4,000万ドル 1億ドル 1億3,500万ドル 1億9,500万ドル
DARPA 5,000万ドル 8,000万ドル 9,500万ドル 1億1,800万ドル

NSF 2,000万ドル 2,000万ドル 7,200万ドル 7,400万ドル
IARPA --- --- （情報見当たらず） 4,300万ドル
FDA --- --- （情報見当たらず） ---
DOE --- --- --- 900万ドル
合計 1.1億ドル 2億ドル 3億200万ドル 4億3,900万ドル

BRAINイニシアティブの各年度予算目安（大統領予算案ベース）

21世紀治癒法を基に今後NIHに割り当てられる予算
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民間パートナーによる研究目標と予算

 BRAIN Initiativeでは同枠組内で民間機関とも連携を行っており、その予算規模は数千万米ドル規模になるものもある

アレン脳科学研究所

ハワード・ヒューズ医学研究所

Kavli Foundation

ソーク研究所

60百万USD
/年

30百万USD
/年

4百万USD
/年（10年間）

28百万USD
（期間不明）

 脳の活動がどのようにして知覚や意思決定、最終的な行動に
繋がっているのかを解明する

 情報がニューラルネットワークでどのように保存され、処理さ
れるかを解明するための新たなイメージング技術を開発する

 人を衰弱させる疾患や状況に対処するための知見を提供する

 脳について、個々の遺伝子から神経回路、行動に至るまで高
度な理解を出来るようにする

目標予算連携機関

（出所） Brain Initiativeホームページ

Brain Initiative
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NIHにおける優先度の高い7つの研究領域

 NIHではBRAIN Initiativeにおいて以下の7つの研究領域を設定し、優先して取り組むとしている

多様性の発見

複数のスケールでのマップ

活動中の脳

因果関係の実証

基本原則の特定

対人間の脳神経科学の発展

BRAIN Initiativeから脳へ

 様々な脳細胞タイプへの実験的なアクセスを提供し、健康や疾患における脳の役割を特
定する

 脳のシナプスレベルから脳全体に至るまで様々なスケールでの回路図を作成する

 神経活動の大規模なモニタリングのための手法を改善・開発し、活動中の脳をダイナミッ
クに画像化する

 神経回路のダイナミクスに介入するツールを開発し、脳の活動と行動をリンクさせる

 新しい理論およびデータ分析ツールの開発を通じて、精神プロセスの生物学的基盤を理
解するための概念的基盤を作成する

 人間の脳を理解し、脳に発生した問題を治療するための革新的な技術を開発する
 脳研究のネットワークを統合し、サポートを行う

 上記6つの領域で生み出した新しい技術的・概念的アプローチを統合し、神経活動の動的
パターンがどのように健康や疾患、感情、知覚および行動に変換されるのかを解明する

NIHのBRAIN Initiativeにおける優先研究領域

（出所） NIH「BRAIN 2025: A scientific vision」

Brain Initiative
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NIHによるBRAIN Initiativeのフェーズ区分

 NIHによるBRAIN Initiativeはそれぞれ5年間の期間設定により、技術開発を重視するフェーズ1と科学的な発見を重視するフェーズ2に分
かれている

フェーズ1：技術開発を重視 フェーズ2：科学的な発見を重視

期間 2014~2019年の5年間 2020~2025年の5年間

想定する
研究内容
および

成果物の例

 動物をモデルとした神経細胞およびグリア細胞タイ
プの大規模な調査、および細胞の型を分類する枠
組みを検討する

 人間および動物のニューラルネットをマッピングする
方法を、その速度やコスト、解像度、スループットを
向上させた形で確立する

 ローカルおよび分散神経回路における脳神経の活
動を記録するための、高密度な電子的および光学
的方式を開発する

 リアルタイムかつ細胞レベルでニューロンの決まっ
た一連の動作を、電気的や生体化学的な方法で阻
害（混乱）させる新技術を開発する

 人体を対象とした臨床研究を行うための、臨床医、
科学者、エンジニア、倫理および法規制の専門家
チームを組成する

 「細胞センサス」の人間への拡張適用
 確立された神経およびグリア亜集団へ遺伝子、タ
ンパク質、薬剤を届けるためのツールの開発

 脳のダイナミックな活動（摂動、挙動、細胞情報、接
続マップおよび理論）を測定するシステムを統合す
る

 人間の脳の活動をモニタリングしたり調節したりす
るための低侵襲技術を新規かつ大幅に改善する技
術開発を行う

 どのようにして情報が脳の電気的、化学的な動きの
中にエンコードされるのかを体系的に理論化する

（出所） NIH「BRAIN 2025: A scientific vision」

Brain Initiative
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Cancer Moonshot概要

 Cancer Moonshot （現 Cancer Breakthroughs 2020）は、2016年1月に米国で発表された、がんの予防、早期発見、治療の改善を目
的とした大規模な国家プロジェクト

（出所） NIH National Cancer Institute

Cancer Moonshot

大統領に任命された専門家集団 National Cancer Advisory Board （NCAB）のワーキンググルー
プとして設立。ブルーリボンパネル（BRP）が作成したレポートでは、わずか5年で癌の予防、診
断、および治療において10年の進歩を遂げるという、Cancer Moonshotの野心的な目標を達成
するための10の革新的な推奨事項を概説している。

CancerMoonshot
ブルーリボンパネル

CancerMoonshot
研究イニシアチブ

Cancer Moonshotを支援する
資金調達の機会（FOA）

NCIは、ブルーリボンパネル（BRP）レポートや「21世紀治療法」の承認を受けて、各BRPの推奨事
項に沿った実装チームを設立。

BRPの各推奨事項ごとに設立された実装チームが、各推奨事項に対処するために、資金調達の機
会を与えている。

予算
• アメリカ政府より、Cancer Moonshotに2016年から7年
間で18億ドルの資金提供を許可。

• 資金は、7年間にわたって各会計年度にNCI充当される

Cancer 
Moonshot
とは

• Cancer Moonshot （現 Cancer Breakthroughs 
2020）は、2016年1月に米国で発表された、がんの
予防、早期発見、治療の改善を目的とした大規模
な国家プロジェクト

• このプログラムは、「技術革新」、「規模」、「コラボ
レーション」の3つの方向で癌に取り組んでいる。

管轄 国立衛生研究所（NIH）直轄の国立がん研究所（NCI）

目標
より多くの患者がより多くの治療法を利用できるよう
に、がん研究を加速するとともに、がんを予防して早
期に検出する能力を向上させることを目指す。

取り組み
内容

Cancer Moonshot
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Cancer Moonshot予算

 以下は2017年から2023年までのCancer Moonshotの予算配分

（出所） NIH National Cancer Institute

Cancer Moonshot予算

研究カテゴリー 予算

直接的な患者エンゲージメントのためのネットワーク 864,531ドル

がん免疫療法トランスレーショナルサイエンスネットワーク 67,643,470ドル

がんの治療抵抗性を克服するための治療標的の同定 4,005,166ドル

国立がんデータエコシステムの構築 9,557,020ドル

小児がんにおける融合がんタンパク質 37,358,770ドル

がん治療の衰弱性副作用を最小限に抑える研究 32,162,876ドル

予防と早期発見：エビデンスに基づくアプローチの実装 32,547,322ドル

標準治療を受けた患者からの生体試料の遡及的分析 8,370,414ドル

ヒト腫瘍アトラスの作成 74,246,242ドル

新しいがんテクノロジーの開発 38,356,361ドル

合計 305,112,172ドル

＜2018年度のカテゴリ別予算＞
会計年度 予算

2017年 3億ドル
2018年 3億ドル
2019年 4億ドル
2020年 1億9500万ドル
2021年 1億9500万ドル
2022年 1億9400万ドル
2023年 2億1600万ドル
合計 18億ドル

＜Cancer Moonshot 予算配分＞

Cancer Moonshot
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Cancer Moonshot沿革

 がんのメカニズム解明と対策など大学研究機関と製薬企業が中心となりプロジェクトを推進している

Cancer Moonshotの沿革

• 2月、名称をCancer Breakthroughs 2020に変更
• 主要バイオ医薬品企業11社と共同で、5年間に亘る総額2億1,500万ドルの官民共同研究「がん治療法促進パートナーシップ
（Partnership for Accelerating Cancer Therapies：PACT）」を立ち上げ

• NCI指定のがんセンターに所属する研究者が、臨床前研究及びがん臨床試験における使用を目的として、認可済み及び治験用薬剤に
より迅速にアクセスできるようにするための新しい採用医薬品処方集「NCI処方集（NCI Formulary）」を立ち上げ。

2017年

2016年 • 1月、米国政府はがん研究のスピードを次年度から5年間で倍増させることを目指すCancer Moonshot Initiativeの立ち上げを宣言
• 議会は7年間でCancer Moonshotに18億ドルの資金提供を許可。資金は、7年間にわたって国立衛生研究所（NIH）直轄の国立がん研
究所（NCI）に充当。

• 4月、Moonshot Blue Ribbon Panel（BRP）設立
• 9月、がん研究を加速するための推奨事項に関する2016年のレポートの公開。

2018年

2019年 • NCIの科学顧問委員会が、3月25日の会議で下記のCancer Moonshotコンセプトをアプリケーションリクエスト（RFA）として承認。（内、
1つは延期）

• 11月、NCI代理代理のダイナシンガー博士が、Moonshotが現在、計画から研究に移行していると説明
• NCIが新しい免疫ベースの治療法を開発し、免疫療法治療による副作用を最小限に抑える方法を模索しているImmuno-Oncology 

Translational Networkに資金を提供
• NCIが実証済みのがんの予防と早期発見の戦略の使用を拡大するためのパネルの推奨事項に沿ったいくつかの研究プロジェクトに資
金を提供

• NCI研究チームは、まれな中枢神経系腫瘍と診断された人々のためのNCI-CONNECTと呼ばれるパイロットプロジェクトを開始
• NCIが腫瘍と組織サンプルを研究し、がんの経時的変化を示す3次元マップを構築する共同ネットワークであるHuman Tumor Atlas 

Networkに資金を提供

• がん治療によって誘発された有害な後遺症およびメカニズムに基づいた介入戦略の臨床的特徴づけ（新規）
• 次世代がんモデル（RFA）の次世代テクノロジー（2018年度開始→延期）
• 薬剤耐性（RFA）を克服するための治療標的の同定（18年度から継続）

Cancer Moonshot

（出所） The Cancer Letter「NCI advisors approve eight concepts, including three Cancer Moonshot concepts」、各種公表資料
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Cancer Moonshotが取り組む研究カテゴリー

（出所） NIH National Cancer Instituteホームページ

タイトル 内容

直接的な患者エンゲージメントのためのネットワークの確立
Establish a Network for Direct Patient Engagement

患者に包括的な腫瘍プロファイルデータを提供し、どの治療法が誰に、どのタイプの癌に効くか
についての知識を広めるための研究。

成人免疫療法ネットワークの作成
Create an Adult Immunotherapy Network

さまざまな種類のがんの患者の多様なグループに有効な免疫療法を開発するため、成人がん
免疫療法のネットワーク Immuno-Oncology Translational Network（IOTN）を構築することで、
癌予防ワクチンの開発を目指す。

小児免疫療法の発見と開発ネットワーク（PI-DDN）の作成
Create a Pediatric Immunotherapy Discovery and Development 
Network (PI-DDN)

小児がんの免疫療法の開発における課題を克服するために、がん免疫療法研究ネットワーク
（PI-DDN）を構築。
新しい免疫療法を開発し、小児のがんの負担軽減を目指す。

がんの治療抵抗性を克服する方法の発見
Develop Ways to Overcome Cancer’s Resistance to Therapy

がん細胞が治療抵抗性を持つメカニズムを解明する研究を通じて、薬物耐性を克服するため
の新しいがん治療の標的を探索。個々の状態に合わせたより効果的な治療法を開発し、治療
抵抗性を克服し、様々ながん治療オプションの指針となるバイオマーカーの特定を目指す。

国立がんデータエコシステムの構築
Build a National Cancer Data Ecosystem

研究者、臨床医、患者がデータに貢献できるように、がんデータを共有および分析するための
全国的なエコシステムを作成し、効率的なデータ分析を促進する。

小児がんの主な要因に関する研究の強化
Intensify Research on the Major Drivers of Childhood Cancers

小児がんにおける融合腫瘍性タンパク質の重要な依存性を特定し、この知識を適用して小児
がんの新しい治療戦略を作成することを目指している。

がん治療の衰弱性副作用を最小限に抑える研究
Minimize Cancer Treatment’s Debilitating Side Effects

患者が報告する症状の定期的な監視と管理のためのガイドラインの開発を加速し、がん治療
の副作用による衰弱性を最小限に抑えることが目的。

遺伝性がんの予防と早期発見
Prevention and Early Detection of Hereditary Cancers

遺伝性がん症候群のリスクがある人を特定し、適切な臨床管理を実施するためのエビデンスに
基づいた戦略を開発し、癌の予防と早期発見を目指す。

実績のある癌予防および早期発見戦略の使用拡大
Expand Use of Proven Cancer Prevention and Early Detection 
Strategies

実績のある癌予防および検出アプローチの開発、実施、大幅な適用拡大などにより、癌のリス
クと癌の健康格差の削減を目指す。

過去の臨床試験からの患者データと生体試料を分析に基づいた、将
来の患者の結果予測
Analyze Patient Data and Biospecimens from Past Clinical Trials 
to Predict Future Patient Outcomes

患者検体の遡及的分析により、標準治療に対する反応を予測する。

これらの分析から得られた知識は、将来の臨床試験でテストできる仮説を開発することにより、
研究者や臨床医が予後の層別化を理解するのに役立つ。

ヒト腫瘍アトラスの作成
Generation of Human Tumor Atlases

ヒト腫瘍の進化の動的3Dマップを作成して、前がん病変から進行がんへと進化する各腫瘍の
遺伝的病変と細胞相互作用を経時的に説明するヒト腫瘍アトラスを作成し、悪性腫瘍の根底に
あるプロセスの解明を目指す。

新しいがんテクノロジーの開発
Develop New Cancer Technologies

腫瘍を特徴づけ、治療法をテストするための新しい有効ながん技術の開発を目指す。がんの複
雑性に対処する実験および分析機能の強化、がん患者の臨床診断測定を進めるための新しい
機能の設計、生体試料とデータ品質を改善するための新しい技術の開発、および予測モデリン
グアプローチの改善に焦点を当てている。

Cancer Moonshot
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Cancer Moonshotがん治療法促進パートナーシップ（PACT）

大手製薬メーカーを中心としたパートナーシップ体制を構築している

取り組み内容

がん治療法促進
パートナーシップ
（PACT）

目的

 2017年10月に国立衛生研究所（NIH）と12
の大手製薬会社によって開始された合計2
億2000万ドルの5年間の官民共同研究。

 各企業は、FNIHを通して年間最高100万ド
ルを5年間に亘って投資することになる。

 がんを攻撃する免疫系を利用した新しい
免疫療法治療を推進するために、堅牢な
バイオマーカー（疾患および治療反応の
標準化された生物学的マーカー）を特定し、
開発、検証する取り組みとして立ち上げ。

 この取り組みの一環として、NCIは最近、4
つの癌免疫監視分析センター（CIMAC）と
1つの癌免疫データコモンズ（CIDC）をサ
ポートするための助成金を授与した。

公的機関

 National Cancer Institute (NCI)
 National Institutes of Health (NIH)
 U.S. Food and Drug Administration (FDA)

民間企業

 AbbVie Inc
 Amgen
 Boehringer-Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG
 Bristol-Myers Squibb
 Celgene Corporation
 Genentech, a member of the Roche Group
 Gilead*GlaxoSmithKline plc
 Janssen Research & Development LLC
 Novartis Institutes for BioMedical Research, 

Inc.
 Sanofi
 Pfizer Inc

PACTパートナー

Cancer Moonshot

（出所） FNIHホームページ
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Precision Medicine Initiative概要

 2015年、米国一般教書演説においてオバマ大統領が発表し健康の増進と病気の治療に革命をもたらす新規の大胆な研究取り組み

Precision Medicine Initiative 概要

Precision 
Medicine 
Initiative
（PMI）とは

 2015年、米国一般教書演説においてオバマ大
統領が発表。

 健康の増進と病気の治療に革命をもたらす新
規の大胆な研究取り組み

 国立衛生研究所（NIH）および他の複数の研究
センターを含む長期的な研究活動

 生物医学上の発見を促進する可能性のある新
たな患者主導型研究モデルを開発し、どの患者
にはどの治療法がベストかを選択するための新
しいツール、知識、治療法を臨床医に提供する。

目標

 がんに対するより多くのより適切な治療

 自主的な全米研究コホートの創設

 プライバシー保護の取り組み

 規制の近代化

 官民提携

取り組み内容

100万人またはそれ以上のボランティアからなる全米
研究コホートの創設

参加者はカルテ情報、遺伝子情報、代謝物質情報、
体内の微生物情報、生活環境・生活習慣データ、行
動データを含む様々な情報の集積に貢献。プライバ
シーを強く保護。既存のコホート研究の連携も行うと
ともに、患者が積極的に参加するようなイノベーティ
ブな研究モデルを作る。コホートには優れた研究者が
広くアクセスできるようにする。

現在の規制の見直し

次世代シーケンサ技術の新しい評価法、高精度な
データベースの構築、参加者保護体制の構築等

• ボランティアからなる100万規模の研究コホート
の構築やがん遺伝学研究に必要なインフラ整備
のために、既存の研究コホート、患者団体、およ
び民間部門との強力なパートナーシップを築く。

• 運営には、医療研究機関、研究者、財団、プライ
バシーの専門家、医療倫理学者、および企業人
材を招集。

全米研究
コホート

規制の
近代化

官民連携

Precision Medicine Initiative

（出所）White House 「The Precision Medicine Initiative」
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Precision Medicine Initiative予算

健康と病気の理解増進を図り、積極的な参加者やオープンで信頼できるデータ共有を通じた新たな研究実行方法の基盤を構築するべく取
り組み

Precision Medicine Initiative 予算

NIH

1.3億ドル

NCI
（NIH傘下）

がんにおけるゲノム・ドライバ(genomic drivers)*
を特定する取り組みを拡大し、がん治療法のより効果的
な開発に向けた取り組みを強化する。

FDA

ONC
（国家医療情報
技術調整室）

7000万ドル

precision medicineを進めるために現在の規制を見直し、専
門的な知見の獲得や高精度なデータベースの構築を目指す。

1000万ドル

500万ドル

2016年度大統領予算案 2.15億ドル（2015年時点）

健康と病気の理解増進を図り、積極的な参加者やオープ
ンで信頼できるデータ共有を通じた新たな研究実行方法
の基盤を構築するべく、100万人以上のボランティアで構
成する自主的な全米研究コホート(national research 
cohort)の展開が対象。

プライバシー問題に対処してシステム間の安全なデータ交
換を可能にする相互運用の基準・要件の作成を支援する。

*発がんやがん悪性化の直接的な原因となるような遺伝子

会計年度 予算

2016年度 130百万ドル

2017年度 230百万ドル
21世紀治療法の4,000万ドルを含む

2018年度 290百万ドル
21世紀治療法による1億ドルを含む

・・・

10年間合計 14億5,500万ドル

議会は、2016年から10年間で14億5,500万ド
ルを承認している。

2016年度の主要な投資内訳

Precision Medicine Initiative

（出所） NIHホームページ
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Precision Medicine Initiative沿革

 100万人のゲノムデータベース構築のために取り組み中

Precision Medicine Initiative 沿革

• 1月、 All of Us Research Programエンゲージメントパートナー賞
• 5月、ベータ段階で初めての参加者
• HERデータの共有を開始
• 年末までに、参加者10,000人達成

2017年

2016年 • 1月、PMI IRB（施設内審査委員会）を設置
• 7月、 All of Us Research Programが研究パートナー賞を開始。助成金授与者のネットワークがNIHから初期資金を受け取る。
• 8月、コンテンツテストに登録されたパイロット研究の参加者が5000人に。
• 10月、「All of Us」に名称変更
• 12月、21世紀治療法を発表

2018年

2019年 • 5月、プロジェクト開始1年で登録数は187,000人以上の参加者を達成（目指している参加者総数のほぼ1/5に相当 ）、
132,000人以上がバイオサンプルを提供。

• ゲノミクスのパイロット研究、研究者ポータルの立ち上げを行う
• 年末までに200,000人達成の予想

2015年 • 1月、州議会での演説で、バラク・オバマ大統領がプログラムを発表（当時、Precision Medicine Initiativeコホートプログラム）
• 9月、NIH ACD レポートを発行

• 5月、全国発売; 27819人コア参加者
• 5月、プログラム開始。
• 5月、 NIHは有色人種のコミュニティや低所得者を含む過小評価されているグループによる高い登録率に満足していると報告。
ベータ段階の参加者の最大4分の3がこれらのコミュニティであった。

2022年 • プロジェクト対象者は100万人を目指す

初期エンゲージメント
とパイロット

ベータテスト

2017年5月

2018年5月

Precision Medicine Initiative

（出所） 各種公表資料
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Precision Medicine Initiative （All of Us Research Program）

精密医療を進歩させることを目的とした、国立衛生研究所（NIH）の研究プログラム。100万人以上のボランティアが参加するコホート研究を
行う。研究拠点としてAll of Us Research Hubを立ち上げ、データ管理を行っている

Precision Medicine Initiative （All of Us Research Program）

All of Us Reserch Programの流れ

参加者がデータを共有

参加者は健康データをオ
ンラインで共有。このデー
タには、健康調査と電子
健康記録が含まれる。ま
た、参加者は、身体測定
値と血液および尿サンプ
ルを共有するように求め
られる場合がある。

データの保護

名前、住所など、参加
者を簡単に識別でき
る個人情報は、すべ
てのデータから削除さ
れる。サンプルは安全
なバイオバンクに保存
される。

データの研究利用

承認された研究者は、将
来、このデータを使用して
研究を実施できる。データ
のパターンを見つけること
で、大きな医学的ブレーク
スルーをもたらすことが期
待される。

健康情報の取得

参加者は、提供する
データに関する情報を
得られる。これは、自
分の健康について知る
ことに役立つ。

研究者が発見を共有

集めたデータを研究する
ことで、人々が健康を維
持するための最良の方
法を見つけるのに役立つ。
例えば、より良い検査法
を開発し、様々な人々に
最適な治療法の開発など。

参加者が行うこと

All of Us Reserch
Programに参加すると、登
録に同意し、健康記録の共
有に同意するよう求められ
る。

これはオンラインかパート
ナーセンターのいずれかで
行うことができる。

参加すると、健康調査を完
了するよう求められる。
物理的な測定と生体試料
（血液と尿の試料）を求め
られる場合がある。

今後、追加の健康調査、健
康追跡、またはその他の調
査研究を通じて、より多くの
データを共有するよう招待さ
れる場合がある。

1. 2. 3.

Precision Medicine Initiative

（出所） All of Usホームページ、PROJECT MANAGER「A History of PMI & Its Role in Project Management」
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Precision Medicine Initiative （All of Us の研究者が利用できるデータ）

All of Us の研究者が利用できるデータ

データソース 詳細

現在の情報

健康調査 最初の調査には、社会人口学的特性、全体的な健康、ライフスタイル、および物質使用に関する情報が含
まれ、その後のモジュールで個人および家族の病歴と医療へのアクセスがカバーされる。

身体測定 事前プロトコル測定には、血圧、心拍数、体重、BMI、ヒップおよび腰囲が含まれる。

生体試料 血液と尿サンプルは、DNA、RNA、cfDNA、血清、血漿の検査を行う。血液検体が取得できない場合、唾液
検体で行う。

電子健康記録 構造化データの最初のキャプチャには、請求コード、病歴、検査結果、バイタルサイン、医療提供者組織か
らの記録が含まれる。パイロット研究では、Sync for Scienceおよびその他の健康データアグリゲーターに
よるデータ収集をテストしている。

デジタル健康情報 Fitbitなどの互換性のある参加者所有のデバイスからデータをキャプチャできます。他のデバイスのパイロッ
ト研究と健康アプリとの連携が検討されている。

将来の情報

健康調査 健康の社会的行動決定要因に関する調査を含む追加モジュールを開発中。

バイオアッセイ ジェノタイピングと全ゲノムシーケンスのパイロット研究は、2020年初頭までに開始される予定。バイオアッ
セイの追加パイロット試験が計画されている。

医療費請求データ 請求コードや投薬データなどの請求データを使用するためのシステムを開発中。

地理空間および環境データ これらのデータには、気象、大気質、汚染物質データレベル、国勢調査データなどの測定値への地理空間
的リンクが含まれる。曝露のアッセイおよびセンサーベースの測定を検討中

その他の情報 ソーシャルネットワーク（Twitterフィードなど）からのデータの自発的な寄付と追加の生体試料コレクションを
検討中。

Precision Medicine Initiative

（出所） The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE「The “All of Us” Research Program」
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手術支援ロボット「Da-Vinci」開発プロジェクト概要

 手術支援ロボット「Da-Vinci」は、1999年に米国で開発された、世界で最も実用化が進んでいる手術支援ロボットである

（出所） 経済同友会 科学技術・イノベーション委員会中間報告書 「国主導の研究開発と民間主導の価値創造の事例」

手術支援ロボット「Da-Vinci」

予算
• 1995年以降Intuitive Surgical社として毎月約3億円の資
金投下

Da-Vinciとは

• 医師が内視鏡で得られた三次元画像を見ながらロ
ボットアームを遠隔操作して手術を行う、世界で最も
実用化が進んでいる手術支援ロボット

• シリコンバレーで設立されたベンチャー企業である
Intuitive Surgical社により1999年に商品化、2000
年にFDAの認証取得

管轄

開発背景

要素技術の例
 3D画像（カメラ、画像処理、立体画像化）
 フィルタ機能
 モーションスケール（最大倍率5倍）

• 1980年代後半、米国陸軍は戦場の兵士の「遠隔手
術」の実現を目指し、DARPA傘下のプロジェクトとい
して当時遠隔ロボットに使用される種々の要素技術を
開発していたSRIインターナショナルに開発を要請

• DARPA（国防総省国防高等研究事業局）

技術的課題
 感覚のフィードバックがない
 音のフィードバックがない

ICT技術
（通信、遠隔監視/操作）

画像認識/処理
（3次元イメージング）

触覚センサ技術

ロボット工学

光学技術

人間工学

研究された主な分野

Da Vinci
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Da-Vinci 沿革と展開

Da-Vinci 沿革

• 最初の「Da-Vinci」システムを開発1999年

1995年 • Intuitive Surgical社設立（SRIパテント買収）
• Intuitive Surgical社、VC（ベンチャーキャピタル）より約100億円の資金調達

- 以後毎月約3億円の資金を「Da-Vinci」に投入

2000年
2001年 • FDAがComputer Motion社開発の「ZEUS（手術支援ロボット）」を認証

1980年代後半 • SRIインターナショナル(Stanford Research Institute)にて「遠隔手術ロボット」の基本構想
 米国陸軍からの要請で戦場の兵士向け「遠隔手術」技術として開発開始

• FDA（連邦食品医薬品局）が「Da-Vinci」システムを認証

2003年 • Intuitive Surgical社、Computer Motion社（「ZEUS」の開発企業）を買収

 「Da-Vinci」は当初遠隔地から戦場の兵士を手術する、「遠隔手術」技術として開発がスタートした

Da-Vinciの開発

「遠隔手術」技術の開発

（出所） 経済同友会 科学技術・イノベーション委員会中間報告書 「国主導の研究開発と民間主導の価値創造の事例」

Da Vinci

Da-Vinciその後の普及

 医療用ロボットda Vinciは術後の回復が早く治療上のメリットがあるとされるが、独占市場のためコストが高額（本体だけでなく、専用の鉗
子やメンテナンス費用も同様に高額）である点、触覚がないこと等、まだ開発途上の段階にある

 2018年6月には、小型化により従来機に比べ約4割安くした新製品「ダヴィンチX」を日本に初納入するなど積極的な展開を見せるが、2019
年に大部分の技術の特許が切れるため、その地位は決して安泰ではない
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100万人超規模の人種等多様性を
反映した全米リサーチコホートを構
築、医療・健康に関する研究開発を
加速し、精密医療をすべての疾患
に展開

ムーンショット型プロジェクトにおける知財の帰属：NIHのポリシー

 NIH内で行われた発明は、NIHが所有権を持つ。一方、NIH外で行われた発明に関する所有権は、バイ・ドール法に基づき、発明の実施組
織（企業・大学など）が持つことになる

知的財産権の取扱い

NIHプロジェクトにおける知的財産権

バイ・ドール法に従い、企業（大小を問わず）及び非営利団体（大学を含む）が連邦政府の資金による研究および契約プログラムの下で行われた発明
の所有権を保持することを認めている。政府に対しては、本発明を実施するためのライセンスが与えられる。

NIHのプロジェクトにおける知的財産ポリシー

（出所） NIH 知的財産ポリシー

＜MSプロジェクトにおける知財ポリシー＞

知的財産ポリシープロジェクト概要 出所

Brain initiative

All of US
Research
Program

2025年を目途として脳機能の謎に
迫り、アルツハイマー病や自閉症等
の脳機能障害の治療方法の改善を
図り、人間がどの様に思考し、学び、
記憶するのかについての理解を深
める事を目的としている

NIH学内研究プログラムに関連するアプリケーション
知的財産は、改正された45 CFR Part7の大統領令
10096に従って、NIHの確立されたポリシーに従って管理
される。NIH施設で開発された発明の特許権は、NIHが
権利を放棄しない限り、NIHの所有物となる

データ、ソフトウェア、その他の製品の所有権

All of Us Data Research Center（DRC）がプログラムに
係るデータを収集する。本プログラムの資金によって得ら
れたデータ及び開発されたソフトウェア等の所有権は全
てNIHにある

NIH [Intellectual Property 
Policy]

NIH All of Us Overview 
Information [All of Us 
Research Program 
Genome Centers (OT2)]
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ムーンショット型プロジェクトにおける知財の帰属：米国防総省のポリシー

 米国防総省では、バイ・ドール制度に基づきつつ、資金拠出の多寡に応じて知的財産権の帰属の在り方を区分している

米国防総省が行う政府調達における知的財産の取り扱いについて

（出所）防衛研究所紀要大20巻第2号（2018年3月）「防衛装備・技術協力とその知的財産戦略」

国防総省における
バイ・ドール制度

 バイ・ドール制度が導入された後は、全省庁に適用される連邦調達規則（FAR）及びそれを補足する防衛連邦調達規則補
足（DFARS）によって、国防総省との契約においては、米国の契約者に知的財産権を付与することが明確化されている

 冷戦の終結とともに、防衛技術の研究開発プログラムに起源を持つ半導体やインターネット、全地球測位システム（GPS）
等の技術の利用と開発が急速に広がり、米国の情報通信の国際競争力を発展させてきた

 現在、その成果を再度防衛技術としてスピンオンさせようとする取組みが、米国国防高等研究計画局 (Defense Advanced 
Research Projects Agency: DARPA) が中心となって進められている

政府資金 民間資金

 国防総省が行う政府契約において、
政府と民間の資金が混在した状況を前
提とした制度設計が求められる

 米国防総省は官民の間での知的財産の権利を政府資金
の多寡により区分

 資金を提供するほど帰属率が上がるため、民間資金をうま
く取り込むインセンティブとなる

国防総省による
知的財産権の区分

政府および民間資金の多寡により、知的財産の権利を区分している

民間
資金

政府資金 民間
知財権

政府知財権

知的財産権の取扱い
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バイ・ドール法について

 バイ・ドール法は、連邦資金を利用した研究成果の実用化を促進することを目的に、1980年に成立した米国連邦法で、連邦政府の資金で
研究開発された発明であっても、その成果に対して大学や研究者が特許権を取得することを認める

（出所） 産官学連携ジャーナル（2009年1月号）「米国バイ・ドール法28年の功罪」
防衛研究所紀要大20巻第2号（2018年3月）「防衛装備・技術協力とその知的財産戦略」注1

（注1）一般社団法人日本航空宇宙工業会「政府契約における知的財産の外観 ー欧米諸国と日本との比較ー」（2015年8月）

 バイ・ドール法は、連邦資金を利用した研究成果の
実用化を促進することを目的に、1980年に成立した
米国連邦法。

 連邦政府の資金で研究開発された発明であっても、
その成果に対して大学や研究者が特許権を取得す
ることを認める。

バイドール法
とは

1. 大学・非営利法人・中小企業が連邦政府の資金提供の下に研究を
行った場合、研究成果に対する知的財産権は研究実施機関に帰属

2. 知財を取得した機関は、他の機関にライセンス付与が可能

3. 連邦政府は、研究成果に対する特許を無償で利用できる非独占的
ライセンスを保有

 契約者に知的財産権を帰属させても、政府には当該知的財産
の無償利用権等が保障されている。

 特許権に関しては、政府が当該発明について交渉不可能な非
独占的実施権を持ち、契約者は所有権を持つかどうかの選択
が可能。

 契約者が所有権を選択する場合は、商業化の義務を負う。

対象

特許権

著作権

登録されているものが対象

＜バイドール法の骨格＞

技術データ権

コンピュータ
ソフトウェア権

未開示の記録された科学･技
術的性格を有する情報

コンピュータプログラム､ソース
コード､アルゴリズム､プロセス､
フローチャート及び関連資料か
ら構成される

知的財産権

①著作権

技術データ権 ソフトウエア権

②特許権登録されているもの
が対象

産業財産権
を受ける権利

権利取得前（出願
前、出願中）が対象

・契約で生み出した企
業ノウハウも含む
・企業は所有権を得る
・政府資金の多寡によ
り実施権レベルを区分

④企業資金で
得たノウハウ

④企業機密

③登録商標

政府契約の
成果から派生

米国における政府契約から派生した知的財産の取扱い

知的財産権の取扱い
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バイドール法：米国政府に課せられる「技術データ」の取り扱い制限

 「技術データ権」に関しては、米国政府は、政府資金の多寡により「無制限の権利」、「有限の権利」、「政府目的の権利」のいずれかを得る

 「コンピュータソフトウェア権」については、政府資金の多寡により、「無制限の権利」、「有限の権利」、「政府目的の権利」、「特別の交渉に
よる権利」、「商用目的の権利」のいずれかを得る

（出所）防衛研究所紀要大20巻第2号（2018年3月）「防衛装備・技術協力とその知的財産戦略」注1

（注1）一般社団法人日本航空宇宙工業会「政府契約における知的財産の概観-欧米諸国と日本との比較-」（2015年8月）

米国政府の無制限の権利 米国政府の有限の権利 米国政府目的の権利

政府が保有す
る権利の区分

① 技術データ全て或いは部分的にいかな
る目的に対しても、使用・修正・複製・実
施・表示開示できる権利であり、他社に
対してもそうさせることをライセンス供与
により認められる。

② 根拠規定：DFARS 257.227-7013(a) 
(15)

① 「政府内で」技術データ全て或いは部分
的に使用･修正･複製･実施･表示･開示
するための権利

② 政府は、有限の権利を主張する企業の
書面による許可なしに政府外で技術的
データをリリース･開示すること、製造の
ために技術データを使用すること、当該
技術データを他者が使用することは認
められない。

① 「政府内で」無制限に技術データの使
用･修正･複製･実施･表示･開示するた
めに、また、米国政府目的のために政
府外に技術データを開示することで5 年
間の権利を有する。

② 5 年間が満了すれば、政府は制限のな
い技術データの権利を有する。

契約における
資金条件

1. 政府が無制限の権利を取得することが
できる場合

① 政府資金により専用に開発された品目
② 契約者が納入する技術マニュアル（※）
にデータが記載されている場合（※） 修
理・維持・操作マニュアルを含む。

③ 根拠規定：DFARS 227-7103-5(a) 他
2. 契約者又はサブ契約者（所有者）も同
様に使用でき、或いは他社に使用させ
ることができる。

1. 政府が制限付権利を持つことができる
場合

① 私的資金による専用に開発された品目
⇒政府は制限された実施権しか与えら
れない。

② 根拠規定：DFARS 227-7103-5(c) 他
2. 例外
① 当該データが緊急修理とオーバホール
に必要な場合

② 政府の利益になる外国政府に対し当該
データを開示･リリースする場合等

1. 政府が政府目的権利を持つことができ
る場合

① 私的資金と政府資金の両方を使用して
開発された品目

② 根拠規定：DFARS 227-7103-5(b) 他

 当該製品の生産を目的としたものであっても、政府は契約企業による同意なしには政府外に開示するこ
とができないこととなっている。このため、企業側は政府契約プログラムにおいて安心して自己資金による
研究開発投資ができる契約制度になっている。

100％民間資金で得られた技術データ

知的財産権の取扱い
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技術・戦略インテリジェンス機能の在り方について

組織づくり・環境整備における重要な観点

技術・戦略インテリジェンス機能の提言

予算・投資

 基礎、応用、先端技術開発に対してバランスのよい投資

 民間資金も活用し、規模の拡大、研究開発スピード、質の向上を図る

 研究開発後、実用化、商用化に至り、採算を確保できるまでの資金面のサポート

 アーリーアダプターとしての役割を、インテリジェンス機能を担う組織が中心となって担う

組織・環境

 研究者が研究に専念できるような体制づくり

 大きな裁量の付与（フラットな組織体制）、継続的な予算の配賦、事務作業のサポート等

 仮に研究が失敗に終わったとしても、ネクストキャリアへの不安が生じない環境

 クリエイティブな発想を生むための多様性のある組織づくり

 性別、年齢、国籍、バックグラウンドとなる知識など

 研究テーマ・研究者の大胆な入れ替え

コンセプト
考え方

 一般の国民がイメージを共有できるようなわかりやすいコンセプトの設定

 目標を明確に設定し、ゴールに向けたロードマップの作成

 具体的な技術や成果物がイメージできるものを重視

 短期的な成果が出ない・失敗するプロジェクトも多いことを前提とした予算・制度設計

 年度単位ではなく、少なくとも数年に渡って継続して一定額の予算を確保

 奇抜なものも含め、多くのテーマを並行して研究
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