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1． 背景・目的・調査概要



本調査における背景と目的

本調査における背景と目的は以下の通りである

本調査における背景 本調査における目的

• 本調査では、2040年における日常生活を含めた国民の暮ら
しの中に、ＩＣＴ、ＡＩ、ロボット等が溶け込んでいる社会システ
ムの中で、医療・福祉・介護サービスがどのように変容して
いくかについて調査を行う。また、社会システムの達成に向
けてどのような技術・サービスが必要となるか、その目標・将
来像を描き、そこからバックキャストした際に必要となる技
術・サービスの開発ロードマップを策定するための検討およ
び資料作成に必要な調査を実施する。

• 具体的には以下の項目についての調査を行い、WGにおけ
る議論に必要な参考情報を提供する。

• ムーンショットプロジェクトの候補の抽出

• 本分野におけるインテリジェンス機能の在り方、

• 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

• 未来投資戦略会議（2018年10月22日）において、厚生労働

大臣より、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年の夏を目処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）

• 上記を受け、次世代ヘルスケア産業協議会及び次世代医

療機器開発推進協議会のもとに、「未来イノベーションＷＧ」

を設置し、内容について検討することとなった。
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本業務における調査等内容

本調査においては、未来イノベーションWGでの議論において必要となると考えられる内容
を踏まえて、以下の順に調査業務等を実施した

1. 2040年の将来像の

検討

2. 将来像に向けた

ロードマップの検討

3. (1),(2)を実現するための

施策の検討

 2025年以降、現役世代の減少が一層進むことが見
込まれる中においても、2040年の誰もがより長く活
躍できる社会生活と、それを可能とする健康・医療・
福祉・介護の在り方、それに必要となる技術・サービ
スの進歩と、それに伴う社会の変革を予測し、それ
らが溶け込んでいる社会システムの検討

 1.で議論される目標・将来像を実現するための技
術・サービス課題、官民の投資の重点対象分野の
提示、技術開発以外の施策等についての検討・分
析

 1.および2.の実現に向けて、ムーンショットプロジェク
ト候補の抽出、国内外のインテリジェンス機能の体
制や実施内容の調査・分析、研究開発戦略の在り
方などの検討

 2040年に向けた社会構造の変化

 2040年に向けた技術動向の変化

 2040年に目指す社会像についてのイラスト化

 目指す社会像に向けて必要となるアクション例

 各目指す姿へむけたアクションに関連する事例

 海外のムーンショットプロジェクト事例

 海外のインテリジェンス機関の特徴

 （参考）海外のファンディング機関のイノベーティブな
テクノロジーへの投資状況

WGでのテーマ 本業務における調査等内容
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２． 2040年に向けた社会構造の変化
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2040年に向けての社会構造の変化と示唆

 2040年に向けて社会構造が変化する中で、新たに顕在化する社会課題を解決しつつ、
新たな産業を創出していくことが求められる

想定される社会構造の変化 示唆される課題

• 現役世代1.5人に対して高齢者1人に

• 100歳以上の人口が30万人以上に

• 高齢者の就労・雇用増（就労機能の個人間のバラつきの顕在化）

• 高齢者の消費が国内全体の消費の半数に

• 単身家族の世帯の割合が4割近くに（独居高齢者の割合も増加）

• 労働力に制約が出てくる中で、どのように
国民にとって必要な医療・介護システム
を持続的に、かつ都市部と地方部で格
差なく提供していくか

• 高齢者が社会により積極的に社会参画
できる環境を、どのように健康・医療・介
護面から支えるか

• どのように有意義なイノベーションを生み
出し、国民の健康に貢献した上で、国際
的に競争力のある産業の発展に寄与し
ていくか

• （一律ではなく）増加する多様性をどう
受け止めるか

① 高齢者
割合・単身
世帯割合
の増加

② 地方の
働き手の更
なる減少

④ 人々の
考え方の変
化・多様化

• 人口が大都市部に収斂していく中、特に地方では働き手不足がより一層
顕著に

• 標準的な人生設計の消滅とダイバーシティの高まり

• 世代間の生き方・死に方に関する価値観、SDGsなどのソーシャル・サステ
ナブル重視等の価値観の変容

• 世代間格差（特に医療や介護の負担と享受のバランス）の拡大等からく
る緊張感の高まり

• コンシューマリズムの台頭

③ グロー
バル化の
影響

• アジア経済の中心は、より一層日本の外に

• 在留外国人の増加

• 人材確保競争となり、優秀な人材が国内に留まらなくなる傾向が顕著に
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2040年に向けての社会構造の変化① –人口動態の変化

 今後、高齢者の増加幅は落ち着くものの、現役世代の減少が加速。

（出所）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）」（出生率中位・死亡率中位）

2020年代

減少幅拡大

高齢者・現役世代ともに減少

（万人）

2030年代

増加幅減少

2040年代

減少の継続

更なる減少

増加から減少へ

2050年・2060年代

（年）

2010年代

227万人
（2013年） 142万人

（2038年）

8



9

2040年に向けての社会構造の変化① –人生100年時代へ

 2040年頃には、100歳以上の高齢者が30万人を超える見通し。

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100

系列2

系列1

（出所）厚生労働省「男女別百歳以上高齢者数の年次推移」「国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）」

（人）
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（2049年）
51.4万人
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2040年に向けての社会構造の変化① –単身世帯の拡大

 単身世帯は2040年に39.3%まで拡大し、最大の世帯類型に。
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（出所）国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)より作成
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2040年に向けての社会構造の変化② –地域・コミュニティの変化

出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」、総務省 自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告の概要を基に作成

 人口ボーナスを享受してきた三大都市圏は急激な高齢化局面に突入。 特に、東京圏は入
院・介護ニーズの増加率が全国で最も高く、医療介護人材が地方から流出する恐れがある。

 地方圏では東京からのサービス移入に伴う資金流出が常態化する可能性。
（自治体戦略2040構想研究会 第一次・第二次報告概要 『若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏』

【集落】
中山間地域では、集落機能の維持が困
難になるような低密度化が発生する恐れ

【地方都市】
地方都市では人口減少により、「都市の
スポンジ化」やDID（人口集中地区）
の低密度化が進行
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2040年に向けての社会構造の変化③ –グローバル化の影響

出所：OECD (2018), GDP long-term forecast (indicator)、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」より作成

 経済面では、アジアの中での重要性が低下する一方、人的移動の活発化の中で日本
における在留外国人は増加すると推計されている

世界経済に占めるGDP各国シェア
（実質2010年ドルベース）

日本における在留外国人
人口推計

（千人）
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日本全体の人口は減少する中で、在留外国人
は倍増近くと推計されている

日本のGDPシェアは、グローバルでもアジア内
でも低下していくと推測されている
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現状のまま2040年を迎えた場合に健康・医療・介護が抱え得るリスク

医療・介護の公的費用がGDP比で
約３割増加し、財政・経済に影響。

都市部では医療・介護需要が爆発
する一方、地方では病院や介護事
業所の撤退が生じる可能性。

2040年にかけて各市区町村で増加する
要支援・要介護者数の推計

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年3月計)」で福
島県の市町村別の推計結果がない為、福島県の推計は除く。

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1
月推計）」、総務省「平成26年度人口推計」、厚生労働省「平成26年度介護
給付費実態調査」より経済産業省作成。

GDPに対する医療・介護給付費
の割合の推計

（出所）平成30年第6回経済財政諮問会議 資料４－１より抜粋

労働力を医療・介護に優先的に投
入しても人材不足が解消しない可
能性。

医療・介護における就業者数推計と
就業者数全体に占める割合
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（出所）平成30年第6回経済財政諮問会議 資料４－１より加工
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就業者数
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高齢者像の変化

（出所）文部科学省(2015)より経済産業省作成

 一方で、近年、高齢者の若返りが見られ、就業率が上昇するなど、高齢者像が大きく変
化しつつある。

高齢者の体力・運動能力の推移

• 今の70代前半の高齢者の能力は
14年前の60代後半と同じ

体
力
テ
ス
ト
の
合
計
点

（出所）内閣府「平成26年 高齢者の日常生活に関する意識調査」
より経済産業省作成

何歳くらいまで働きたいか
（現在就労している60歳以上の方に質問）

• 70歳以降まで働くことを希望してい
る高齢者は8割にのぼる。



３． 2040年に向けた技術動向の変化
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2040年にかけて見込まれる技術の進展（基盤技術）

 基盤技術の個々の進化、ならびにその組み合わせが社会にもたらす意味合いを要約す
ると以下の通りになると考えられる

シミュレーション、最適化が進
み、需給のコントロールが容
易に

• マクロのコントロールがミクロの情報（個別具体的な）に基
づいて行われるため、その異常値としての個人を特定し、何
らかの干渉・介入を行うことで、全体最適や、その個人の利
便性向上/不正の防止ができるようになる

• ロボット技術の進化により、物理的接触が必要
なサービスを含む、ほぼ全てのサービスが人間が
不在の下で提供することが可能になり、自動
化・省力化が進む。

• ①通信技術向上によるデータ収集の粒度、②
解析ロジック(AI等)、③マシンパワーのそれぞれ
が向上。

• その結果、シミュレーションおよび最適化が加速す
ることで、これまで困難だった社会現象のコントロー
ルが一定程度可能に（需給の最適化等）。

個々のニーズへのマッチング
が進み、新たな製品・サービ
スの創出が加速

ロボット技術が進化し、自動
化・省力化が進む

例：
交通量のコントロール
（交通量マネジメント
や、自動運転における
渋滞の解消

• 個人のあらゆるデータが大量に取得できるように
なるとともに、人間のみでは難しかった特徴量の
抽出・測定が可能に。

• その結果、何らかの干渉・介入を行うことで、
個々人のニーズに対応した製品・サービスの提
供ができるようになる。

例：
個人と個人の行動
タイミングに特化した
広告

例：
無人店舗やXR・
ロボットでの各種
サービス提供



2040年にかけて見込まれる技術の進展（基盤技術）

 ロボット、自動運転等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる

自動運転

ロボット

通信

より自由に使える時間が
増えたり、身体が弱っても
移動が比較的容易に

あらゆる自動車サービ
スが人間と同等以上の
技術で全ての道を天
候に関わらず運転する
ことが可能に

人のタスクの多くを代替す
ることが可能になり、業務
を効率的に分担できるよう
になる

人間の行動範囲を殆
どカバーできる機能を有
する

•ワイヤレス接続でのコミュ
ニケーションで、例えば高
精細画像の伝送でも時
間のずれを感じなくなる

•IoTに伴うより多くの端
末との接続ができる

超大容量の情報伝達
が双方向で可能になり
遅延がほとんどなくなる

2020 2030 2040
高速道路での
自動運転（レベ

ル２，３）

自家用車

物流
サービス

移動
サービス

提供可能になる価値

高速道路での
完全自動運転
（レベル4）

高速道路での
完全自動運転
（レベル4）

限定地域での
無人運転サー
ビス（レベル４）

全国各地での
無人自動運転
の実現（レベル４）

５G（第5世代移動体通
信）：単方向での超大容
量ｘ超大量接続ｘ超低遅
延のネットワークに。
IoTの普及を後押し

６G（第６世代移動体通
信）：双方向での超大容
量ｘ超大量接続ｘ超低遅
延のネットワークに。ク
リティカルなアプリケー
ションも、ワイヤレスに

出所：Computer Research Association “A Roadmap for US Robotics - From Internet to Robotics”、官民ITS構想ロードマップ、総務省資料より作成

センシング

制御

駆動

タスクに関連した幅
広い情報を幅広い環
境から取得できる

音、視覚、GPS等の
幅広い情報を収集
し、ナビゲーショ
ンや人とのやり取
り等に活用

実験的なロボット室
内や屋外を人のよう
に歩いたりすること
が可能に

より効率的でス
ムースな歩行等
が可能に

商業面等での人型
歩行ロボットの実
用化

複数のロボットが
連携したソリュー
ション商用化

技術進展により実現可能になると言われていること（例）
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2040年にかけて見込まれる技術の進展（基盤技術）

 AI、量子コンピュータ等の基盤技術は、2040年に向けて進化していくと考えられる

AI

量子
コンピ
ュータ

•個別化への対応が容易に

•複雑な、一般化できないテー
マにおいても、問題を予知し
たり問題への “合理的” な解
決策を提案できるようになる

人間が出来る理解に加
え、人が出来得ない、デー
タ解釈・示唆の提供が可
能に

地域交通における随時
の全体の最適化等、複
雑な問題への迅速な提
案を可能にする計算が
可能になる

大規模データを用いた最
適な組み合わせ導出等の
複雑な計算を超高速、高
精度で行うことが可能に

2020 2030 2040

提供可能になる価値技術進展により実現可能になると言われていること（例）

出所：NEDO「次世代人工知能技術社会実装ビジョン」、文部科学省「量子科学技術（光・量子技術）の新たな推進方策概要」を基に作成

スーパーコンピュータで
は処理することが困難な
計算が可能になる（量子
優位性）

デジタルコンピュータの
汎用化

静止画像・動画
像からの一般物
体認識が人間レ
ベルに到達

認識能力

意味理解

特定領域において、
文脈や背景知識を考
慮した認識が可能に

特定ドメインに限らず、一般
ドメインにおいて、文化や社
会的背景などを考慮した認識
が可能に

画像とテキスト
を相互変換する
原始的シンボル
グラウンディン
グ技術の確立

新聞等のフォーマル
なテキストの分類、
情報検索、含意関係
認識等が人間レベル
に到達

インフォーマルなテキストの
分類、情報検索、含意関係認
識等が人間レベルに到達。機
械が仮説や要約を生成

タスク
遂行

高度なゲームな
どのタスクの遂
行（プランニン
グ）が人間レベ
ルに到達

スモールデータでの
学習により、深い背
景知識を必要とする
タスクの遂行

文化や社会的背景を必要とす
るタスクの遂行が人間レベル
に到達
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技術の進展に伴う産業の変化（他産業からのヒント）

出所：ALSOKプレスリリース、JR東日本プレスリリースより作成

 従来労働集約的であったり、装置型とよばれた産業においても、2040年に向けた変化
の兆しを見ることができる

例：警備産業 例：鉄道産業

• 警備業界は人手不足が課題であり、少人数の警備員で質の高
い警備を提供する仕組みの構築が期待されている。

• 保線業務は、その業務精度の如何により安全性や列車
運行の安定性に大きな影響を与える重要な業務。

• JR東日本では、線路の状態を遠隔監視できる、線路設
備モニタリング装置を本格導入。年4回の測定からリアルタ
イムの測定に代わることにより、最適なタイミングでの補修を
可能にした上で、測定業務の効率化を可能にする。

• ALSOK社は三菱地所等と提携して、カメラ映像を、AIで解析
し、「困っている方」の行動（道に迷い辺りを見渡している、体
調が悪くしゃがみこんでいる等）を自動検知し、解析結果をエリ
アを巡回する警備員に通知し、警備員が対応を行う実証実験
を実施。

• 従来はパトロール要員の目視により行っていた「見回り」を、AIに
よる分析で補助することが可能に

人間のみでは困難なリアルタイムモニタリングを実現する
ことで、鉄道において重要な安全性や、列車運行の安定
性についてより高いサービスを提供することが可能

警備産業における喫緊の課題である省人化を実現するととも
に、人間のみによる監視では捉えることのできなかった犯罪・テ
ロの予兆の検知を可能にする
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ヘルスケアにおける2040年に向けての技術の広がり（個別技術の進化）

出所：各国（英国、米国、デンマーク、オランダ、シンガポール）におけるヘルスケアの将来ビジョン（一部2030年頃、2050年頃のものを含む）に関する資料等を参考に作成

 これまでみてきたものに加えて、要素技術や周辺技術が進化しつつある

要素技術、周辺技術の変化

遺伝子解析／
編集技術

1

遠隔モニタリング
技術（5G,IoT,センサー）

2

データ解析、提言技術
（AI/Big Data）

3

XR技術4

ロボット技術5

X次元プリンター技術6

小型部品の
製造技術

7

自動運転／
ドローン技術

8

サイボーグ技術9

ヒトゲノム解析
遺伝子編集による免疫活性化

不整脈モニタリングシステム等
特定生体情報のモニタリング

AIによる病理診断支援等、
個別診断行為の支援

VRを活用したリハビリ機器

手術ロボット（da Vinci等）

3Dプリント人工股関節

ポータブルX線照射器

ドローンによる物品配送

生体信号制御・筋電稼働の義手
（主に筋肉・骨格等構造的器官）

エピゲノム/オミクス解析
病変部の遺伝子を直接編集する治療

生体情報に加えて、Liquid Biopsyや
生活情報なども含めた健康状態管理

複合的な診断情報に基づく総合診断支援
健康管理や食事・運動の提案、発病予測

入院中のQOL向上、認知機能の補助
および回復の支援

アバターロボットの更なる浸透
（特定診療行為以外の広範な活用）

設計データ転送による自宅での薬剤生成

体内治療を可能にするマイクロマシン

患者や医師が搭乗可能な空飛ぶクルマ

体内埋め込み機器による身体機能の強化
（臓器等、生理的機能を有する器官）

現段階の例： 2040年頃の見通し例：
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ヘルスケアにおける2040年に向けての技術の広がり（医療・介護への介入
の仕方の変化）

出所：Intuitive Surgicalホームページ、IBM、IT World Canada、 日経デジタルヘルスの内容を基に作成

 これまでのイノベーションは医師の診断・治療をより行いやすくするものが主であったが、医
師が気づき得ないものを把握するものや、患者の行動変容を促すものに広がってきている

医師の診療行為を
より見えやすく、行いやすくする

• 医師が病変を立体的に見ることが
できる

（例）

 Angio-CT

 SPECT-CT

• 手振れがなく、精密な操作が可能

（例）

 da Vinci

医師（ヒト）が従来の診療プロセスでは気づかない
兆候を把握し、示唆を与える

• 例：Big Dataを用いたリアルタイム予知

 IBMはオンタリオ工科大学と協力し、新生児の身体に装着され
たセンサーから送られてくる血液成分等のデータをリアルタ
イムで収集・解析。わずかな体調変化や異常の兆候を最大24
時間前に検知し、院内感染などの罹患リスクを事前にアラー
トする仕組みを構築（Project Artemis, Canada)

患者自身の行動変容、もしくは、社会生活の
質の向上を支援する

加えて

• 例：持続血糖測定を通じた行動変容支援

 アボットジャパンのFreeStyleリブレは500円玉大の
パッチ式センサーを上腕に貼るだけで採血なしで血糖
値を最長14日間にわたり連続測定できるデバイス。モ
ニタリングにより行動変容を促すことが可能に

• 例：日本における健康経営、健康増進型保険

• 例：米国におけるAmazon-Berkshire Hathaway-JP 
Morgan連合によるB2B2Cヘルスケアへの参入



４： 2040年に目指す社会像についてのイラスト化



先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ

23



先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ（1/2）

 都市部への人口集中がさらに進み、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おそれ。

 需要側は、今自分が病院にかかるべきなのか、どこの病院に行くべきなの
か等、自分の状態の把握と、それに応じた合理的な選択が難しい。

 地方部では、更なる人口減少に伴って担い手不足も深刻化するた
め、医療・介護へのアクセスが困難になるおそれ。

 医療・介護者は、適切なサービスの提供や、今後のキャリア形成に
不安を感じる可能性。
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不安
要素

不安
要素

⁃ 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。

⁃ 例えば、新人医師でも、XR
を使うことによって、遠隔
でベテランの医師・看護
師・理学療法士・介護士な
どのサポートのもと、学び
ながら、最適な治療方針を
決められる。

⁃ 医療・介護リソースの多
寡に関わらず、専門職が
人と向き合う仕事に集中
し、価値を届ける事に専
念できる。

⁃ 例えば、生活支援ロ
ボットや、見守りセン
サーネットワークに
よって、介護士は、要
介護者とのコミュニ
ケーションや、その人
のよりよい生き方の支
援に時間を使うことが
できる。

⁃ 自分の状態に合った、最
適な医療・介護にアクセ
スできる。

⁃ 例えば、地域の医療・介
護資源の見える化や、個
人の細やかな層別化によ
り、体調が悪くなったと
き、ただ自宅で安静にし
ていれば良いのか、薬を
飲めば良いのか、病院に
行くべきなのか、行くな
らどの病院に行けば良い
のかに応じた最適なマッ
チングがなされる。

⁃ 住む場所やライフスタイル
に関わらず、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。

⁃ 例えば、離島で医療者の数
が少ない場合でも、ローコ
ストなモニタリングによ
り、急変を未然に防げる。
そのうえ、何かあってもコ
ミュニティと医療機関に知
らせることで、医療者が到
着するまでの間に、救急ド
ローンと隣人が到着し、応
急処置できる。



先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護のイメージ（2/2）

 人々の価値観が多様になり、社会の流動性も高まる中、自分が望む
生き方を実現するために、どのような健康の選択肢があるか不明確。

 みんなが自分が望む生き方をしやすい環境になっていないため、生き
がいを諦めてしまうおそれ。

 ライフステージにおける変化に対して心身が対応できず、一度「自分
はもう終わりだ」と思ってしまうと、そのまま社会の中で置いていかれて
しまいかねない。
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不安
要素

不安
要素

⁃ ライフステージに
おける様々な変化
に対応できず、不
調に陥ってしまっ
た人が、「うーー
ん」とならなくて
すむ。

⁃ 例えば、不調のサ
インにコミュニ
ティが気づき、そ
の人のその日の体
調や気分に合った
役割や仕事が切り
出されていること
で、安心して社会
参画できる。

⁃ 心身機能が衰えても、技
術やコミュニティにより
エンパワーされ、一人ひ
とりの「できる」が引き
出される。

⁃ 例えば、年老いて体の動
きが悪くなっても、アシ
ストスーツによって、孫
と一緒に遊ぶことができ
る。認知症の人も、体が
動かない人も、人工知能
やロボット等のテクノロ
ジーの助けを借りて、社
会参画することができ
る。

⁃ 日々の生活のあらゆる導
線に、無意識に健康に導
くような仕掛けが埋め込
まれている。

⁃ 例えば、歩くだけで健康
になる街、住むだけで健
康になる住宅。

⁃ ゆっくりと歩くことので
きるレーンがある道路な
ど、誰にとってもやさし
い環境整備がされること
で、足腰が弱くなっても
安心して出かけることが
でき、自分の望む生き方
ができる。

⁃ 働き方や働く場所にかかわら
ず、一人ひとりの将来の健康状
態が予測でき、納得したうえ
で、自分の意志で選択できる。

⁃ 例えば、自身のアバターが、
幼少期からの健康に関する情
報に加え、その人が何によっ
て心が満たされるかという情
報まで蓄積。「ひ孫の結婚式
に出る」という目標を設定す
ると、日々の生活の中で、選
択肢と未来予測までリアルタ
イムに示してくれ、天気予報
のように気軽にローコストで
チェックできる。



５： 目指す姿に向けた具体的なアクション例



イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
取
組
（
例
）

いつでもどこにいても守りあい、満足できる

時間・空間制約を超える新たな医療・介護インフラを創出する

いつでも、どこでも、だれでも、自分らしい生き方を追求できる

インフラを活用して、本人・提供者双方が納得できる医療・介護を実現する

＜地域医療・介護のスマート化＞
 地域の医療・介護資源（人・モノ・情報）の見える化とネットワーク化
 患者の細やかな層別化と、最適な需給のマッチング（スマートアクセス）
 医療・介護サービス提供側の集中と、状態に合わせて住み替えのできる街づくり
 医療・介護提供者の「マルチスキル」を可能にするアシスタントシステム
 地域のニーズを満たす最適なガイドライン設定ならびに教育（Standard of care)

＜社会・個人の納得度の定量化＞
 非経済的な側面を含む個人・地域の幸せ・納得度を定量的に評価する技術
 個人・地域の幸せ･納得と、経営・経済的側面のミスマッチの解消（経済的側面からのサービス評

価と評価に基づく最適化）

＜セルフヘルスマネジメントのサポート＞
 AIホームドクターによる健康相談・層別化・セルフヘルスマネ

ジメントへの誘導
 セルフヘルスマネジメントのための環境整備（在宅における

「行為の標準化」、教育訓練、カウンセリング・助言、評価手
法の開発）

＜日常生活のマネジメント＞
 自覚を促すモニタリング／アラート、ソリューションにつなげるス

マートハウス
 「つながりたいときにつながれるコミュニティ」、「自宅のように感

じられる」環境づくり（VR）
 日常生活のマネジメント・ケアにおいて民間サービスをより有

効に活用できる環境整備

個人の生活のサポート

＜コア業務の生産性の向上＞
 入力系の自動化、 IoTを用いたリアルタイムでの患者の客観

的な状態評価
 生産性向上に対するアウトカム評価

＜ノンコア業務からの解放＞
 技術を活用したタスクシフティング（テクノロジーによる身体ケ

アと、ヒトによる社会・精神的ケアの有機的な融合）
 効率的な運営を担う医療・介護マネジメント人材の育成

＜仮想空間における教育のサポート＞
 AI、XR、デジタルファントムによる専門職の教育･研修（ゴッド

ハンドの知見、地域特有の症例）
 遠隔による治療・ケアに関する専門職教育

＜専門職・テクノロジーの「のりしろ」、コミュニティの形成＞
 医療・介護専門職間の連携・タスクシェアのための仕組み
 専門職同士のバーチャルコミュニティ等の連携を通じた提供医

療の最適化
 コーチとのマッチングシステム等、専門職同士のコンサルテーション

の仕組み

＜互助のための教育＞
 コミュニティでの互助のための教育（リアルでの互助／ヴァーチャ

ルリアリティでの互助）

専門職の能力の拡張・コミュニティ化専門職の業務のスリム化

短
期

中
長
期

理想的
な姿

価値提供
の方向性

提供した
い価値

目指す姿に向けた具体的なアクション例（例：最適な健康・医療・介護の提供）
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＜いつでもどこでも誰でも担い手になる＞
 緊急時でも、誰もが助け合えるインフラ・機器開発

• イベント発生を予測し、コミュニティに知らせる機器と仕組み（見守り･スマートハウス）
• 誰でも扱える救急キットと、どこでも届ける輸送手段 (救急ドローン）
• その場で治療できるスマート救急車
• どこでも誰でも扱える、機能が最適化された機器の開発（引き算の機器開発）
• ローコストなスマートインフラ

 日常生活データを組み合わせてパッケージで提供する医薬品・医療機器

＜希望すればいつでも、いつまでも自宅で暮らせる＞
 自宅での生活支援・診療・介護等を可能とするロボット、機器、インフラの一体的な開発

• 地域生活支援ロボット
・掃除、洗濯、調理、子育て支援等
・見守り、声がけ、身体介助などの介護機能等

• 患者自身や家族が、自宅・屋外等どのような環境でも使用できる医療グレードの小型診断／治療
機器

• ロボット、診断／治療機器が使いやすいスマートハウス、コミュニティ
• 遠隔デバイスの安全評価等に関する環境整備

＜人々の受容度の向上＞
 対面でない医療への医療スタッフ・患者のコンセンサスの醸成



28

理想的
な姿

健康インフラの構築、多様な介入方法の開発・社会実装

提供した
い価値

個人が幸せの実現に向けて、自分に合った生活（健康管理など）を選択できる

人やテクノロジーによる支え合い

人間の心への働きかけ

自分の選択肢を持つことができる 選択肢を理解した上で、健康へ投資をできる

一人ひとりのリスクと行動変容のレバーの特定

＜多層的なリスクの可視化＞
 個人のバックグラウンドごとのリスクの予測、エビデンスの蓄積
 AIを活用した新たなリスクの特定・見える化

• 食事等の生活習慣に関するアラートを出したり、発作や発症の兆候を検
出するために必要なAI等の技術開発等

 本人以外も必要に応じてリスクを把握できるような仕組み
• 予防活動を行う人同士のコミュニティの強化と、必要なカウンセリング

＜健康状態のモニタリングを促すテクノロジー＞
 リスクや状態把握に必要となるモニタリングツール等の活用

• デジタルツイン等によるアバター化、ヘルスパートナーロボット
• 自然と無理なく健康状態を把握することのできるスマートウエア、スマートホーム
• 新たな健康診断方法

＜健康インフラの構築＞
 あらゆる生活環境が健康に対する価値を提供

• 環境整備への投資を呼び込む投資・運用・評価メカニズム
• 環境面からのイノベーションを生み出すことができる人材の養成
• 身体活動が自然と疾病予防につながるような街づくり

 他分野（農業、住宅、交通他）との連携

＜多様な介入方法の開発＞
 一人ひとりに合った介入方法の開発（バックグラウンドや購買履歴の分析 等）
 予防の特性に応じたエビデンス取得方法、予防効果の測定にむけた環境整備
 健康管理の効果やそれをやらないことのリスクを伝えた上で、選択できる環境の整備
 運動効果メカニズムに基づく科学的予防の実践（ロコモロボットの開発）

 「心の可視化」に向けた非言語データの見える化・活用

＜データ取得・利活用＞
 既存データの紐づけ、蓄積、活用促進

• 生体データとその他個人の医療・介護デー
タ、健康データ（含バイタル、食事、睡眠、
感情、行動他）の紐づけ・蓄積

• 国保や協会けんぽのオープンデータ化等、
データの公共財化の推進

 安全なデータ利用や提供を可能とする、ブロック
チェーン技術等の活用も含む、データマーケットプ
レース、医療・健康データポータビリティの検討

 データ取得、提供に対する誘導策
• 民間保険料の優遇
• Fintechの活用

＜教育・啓発等＞
 学校教育等によるヘルスリテラシー教育・啓発活動

• VRにより、罹患後の状況を疑似体験すること等
• 食・運動・睡眠の重要性の理解促進
• 妊娠時～幼少期の生活とリスクの関係の周知短

期

中
長
期

＜迅速で柔軟な社会実装＞
 新しい介入方法を迅速に実装する方策と、柔軟な見直し  自分に合った健康管理の「活かし方」の理解促進  誘導策の設計（健康増進型保険等）

目指す姿に向けた具体的なアクション例（例：予防）

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
取
組
（
例
）

価値提供
の方向性



理想的な姿

心身機能の維持・拡張

提供したい
価値

支え合う エンパワメント

誰もが多様な価値観を
受容できる環境の整備

誰もがどんな状態であっても、「これでいい」と自然に思える

＜モチベーションを上げる
環境整備＞

 外出したいと思えるコミュニ
ティづくり

＜相談できる環境整備＞
 安心して暮らせるための相

談相手
• 成長する励ましボット

 本人の学びのための、経
験専門家、多様な人と出
会える仕組み

＜福祉従事者のサポート＞
 ソーシャルワーカーが他職

種や相談者と繋がる仕組
み

 福祉従事者の事務削減

＜心身機能の維持・拡張＞
 着衣式のロボットスーツとそ

の生産技術の開発・実装
 神経接続技術やBMIによ

る思考で制御できる義肢
の開発

 五感や記憶力などの認知
能力の向上・補助に役立
つ装着機器の開発・実装

 上記を可能にする小型電
池等の開発

 上記の機器等の開発に向
けた環境整備

＜各種障害への対応＞
 自閉症や強度行動障害

の人の体の動きを検出
• モーションキャプチャで体を測

定し、突発的な動きに対応

 発達障害の人で聴覚等に
過敏な人への対応

 必要な健康サポート、病
院レベルのサポートを安心
して家でも受けられる

皆が安心して生活し
社会参画できる環境整備

＜自分で気づく＞
 自分の行動で自分の不調

に気づくことができる仕組
み・テック

• 生活の中で自然と気づける
導線への埋め込み（健康診
断、マイナンバー紐付等）

• 誰もが簡単に使える設計・
インターフェイス

＜社会全体で発見＞
 不調を周囲で発見する仕

組み・テック（親からの虐
待、会社での迷惑行為
等）

• 気づくチャットボット、AIス
ピーカー

気づく

自然と「気づく」ことの
できる環境の整備

社会参画をより容易に
する環境の整備

受け入れ合い
認め合う

＜「気づいた自分」を自分で
認められる環境＞

 周囲が共感してくれるとい
う安心感が得られる環境

 どんな時もやり直す仕組み
は無限にあるということを啓
蒙するテック

＜多様な価値観を理解し、
受け入れられる環境＞

 レッテルを貼らない環境
 多様性を受容する、何が

喜びで何を実現したいのか
周囲が分かるための、生き
方・コンテクストを共有し合
えるテック

＜多様な人が多様なゲーム
を選択できる＞

 ゲームの切り出し
 誰もが今の自分にあった

ゲームを選択できる柔軟な
社会

• その日の体調に合わせた選
択、チームでの働き方、支援

• 社会での活躍の余地を見
える化するクラウドソース

＜誰もが社会参画できる
環境＞

 間違ってもよいところは許
容する社会環境

 間違ってはいけないところを補
完するテック
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目指す姿に向けた具体的なアクション例（例：テクノロジーを活用したインクルージョン）

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
取
組
（
例
）

価値提供の方
向性



６： 各目指す姿へむけたアクションに関連する事例



事例名 Coaido119
開発企業
／国

Coaido／日本

先進事例
の特徴

 Coaido119（コエイドイチイチキュー）は、119番通報をしながら周囲にSOSを発信できる緊急情報共有ア
プリ。

 実名登録した発信者（一般の方を含む）から事前登録した受信者（医療有資格者や救命講習受講者、AED設
置者等）に情報が届き、救急車到着までの約10分間の救命ボランティアを要請することが可能。

出所 Coaidoホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
緊急時に119番通報しながら、救命ボランティアやAED設置者等に連絡できるアプリ



事例名
「超聴診器（心疾患診断アシスト機能付遠隔医
療対応聴診器）」

開発企業
／国

AMI株式会社／日本

先進事例
の特徴

 聴診器を200年ぶりに進化させる「超聴診器（心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器）」
心筋活動電位の発生タイミングとデジタル化された聴診音を抽出し合成することで、ノイズを
取り除き、疾患に繋がる心雑音のみを自動的に検出することを可能とした聴診器。

 超音波により心音部位を特定する機能を加えることで信頼性を向上。

 各大学病院と連携し、2021年中に医療機器認証の取得・発売を予定。

 離島や医療過疎地域でも超聴診器のデータを通信で送れば、リアルタイムで専門医が診断することが可能。
現在は服の上からでも電極を装着できるよう工夫。

出所 AMIホームページ、KDDIホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
遠隔医療対応の聴診器



事例名 スマートフォンによる遠隔診療
開発企業
／国

Halodoc／インドネシア

先進事例
の特徴

 スマートフォンで診察~医薬品購入~配送まで完了するプラットフォーム。

 以下のようなサービスの特徴を有する。

• オンラインでの診察

• 処方薬／非処方薬のデリバリーサービス
（同国ライドシェアと物流のベンチャーGO-JEKと 連携し、配送）

• 医師22000人のネットワーク（日々150-200人がアクティブ）と25地域1200の薬局と連携。
医師には24時間、どこからでもアクセス可能

 ユーザーは200万人を超え、診察料は$1.7-$5

 “インドネシアでは、2つの問題がある。都市部では、10分の医師の診察の為に待ち時間も入れて4時間必要
であり、地方部では医師がとても遠い”
- Chief Executive Jonathan Sudharta

出所 Halodocホームページ Nikkei Asian review ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
スマートフォンを用いた遠隔診療および医薬品の配送



事例名 HealthDroneプロジェクト
開発企業
／国

Falck／デンマーク

先進事例
の特徴

 2019年にスタートするデンマークの国家プロジェクト。最初の3年は、血液等のドローンによる地域間輸送、
その後は医療専門職も載せての輸送を計画。

 デンマークでは、近くの医療機関が閉鎖になり、数を減らしている一方で高齢者が増えているケースが多い
ため、結果として患者が治療のために遠くの医療機関に行く必要が出ている。そのような中で、医療ドロー
ンはコスト面、サービス面において様々なメリットを生むと予想されている。

 ドローンは、血液サンプルをSvendborgとÆrøから、Odense 大学病院のラボまで運ぶところで実験を実施。
今日は、輸送にかかる所要時間は およそ12時間であるが、研究者によると、所要時間はドローンにより45
分に削減され、医療の質に大きな影響を与えると考えられている。

出所 Falckホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
ドローンによる血液等や医療スタッフの地方への輸送



事例名
Mercy Health System
Virtual Care Center

開発企業
／国

Mercy Health System、米国

先進事例
の特徴

 遠隔診療に特化した世界初の施設。医療チームの大拠点でありながら、「病床のない病院」として機能。高
感度双方向カメラや、オンライン対応の機器やリアルタイムのバイタルデータなどから、患者がどこ
（Mercyの病院、医師のクリニック、患者の家 等）にいても医師が診察することができるよう設計されて
おり、以下を含むサービスを提供。

• vICU：医師と看護師がリアルタイムのバイタルサインデータを基に5つの州の30のICUをモニタリング。

• vStroke：米国の多くの救急部門は神経科医が現場で勤務していないが、Mercyのtelestroke
programでは、救急部門にきた脳梗塞の兆候のある患者は、双方向音声／ビデオにて神経科医の診察
を受診することが可能。

 その他、3,800人の患者をモニタリングしており、ケアが必要なタイミングでケアを提供することで入院を
減らし自立を促すセクションや、新しい製品のテストやトレーニングを実施するスペース等が施設を構成。

出所 IPAホームページ、Mercy Health Systemホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
遠隔診療に特化した病床のない病院



事例名 アラスカ州における遠隔医療
開発企業
／国

Alaska Native Tribal Health Consortium
等／米国

先進事例
の特徴

 アラスカ州においては、僻地に専門医を置かず、アンカレッジなどの大都市に集中させる政策をとっている
（アラスカ州での人口あたり医師数は米国の第48位であり、その65%がアンカレッジ市に集中）。その代わ
り僻地や離島には、医療費の効率化や質の向上を目的に、遠隔医療設備と高速の小型ジェット機を配備し、
いつでも専門医がセカンドオピニオンを提供し、必要あれば患者をアンカレッジに収容。

 遠隔医療により専門医との対面診療が不要となるため、2002年から2007年での遠隔医療事例1,933件につ
いて、約90%の患者に対して専門医による対面診察に必要なトラベルコストだけでも＄514,200節約され
たとの結果が得られている。

出所
中島功 他「遠隔医療の普及を妨げる社会的要因の調査研究」、酒巻哲夫 他「遠隔医療技術活用に関する諸外国
と我が国の実態の比較調査研究」、ANTHCホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
アラスカ州における遠隔医療



事例名 フリースタイルリブレ
開発企業
／国

Abbott Laboratories , 米国

先進事例
の特徴

 アボットジャパンのFreeStyleリブレは500円玉大のパッチ式センサーを上腕に貼るだけで採血なしで血糖値
を最長14日間にわたり連続測定できるデバイス。血糖値の日々の変動をより重視し、その見える化を通じて
合併症のリスク低減などにつなげることを促すもの。

 海外のデータでは、FreeStyleリブレシステムを用いた群では、従来の血糖自己測定に比べて低血糖発現時間
が短縮。

 持続血糖測定を通じた行動変容支援への活用が期待。

出所 アボットジャパン ホームページ、日経デジタルヘルスホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
糖尿病患者の持続血糖測定



事例名 CancerSEEK
開発企業
／国

Johns Hopkins大学／米国 他

先進事例
の特徴

 Johns Hopkins大学等のグループがCancerSEEKとよばれる検査法を開発。特にがんのスクリーニングに
役立つ遺伝子変異とタンパク質を検査することで、アメリカでのがんによる死亡の60パーセントを占める卵
巣、肝臓、胃、膵臓、食道、大腸、肺、乳房のがんに対する血液テストを開発。（上記の8つのがんの
うち、卵巣・肝臓・胃・膵臓・食道の5つのがんについては、現在有効なスクリーニングのエビデンスが
ないとされている）。

 ステージ１～３のがん患者1,005人を対象にした検査では、CancerSEEKで正しく「陽性」が出る確率は、
中央値70％。（但し、卵巣がんは98％、乳がんは33％と大きなばらつき）。

 機械学習を通じ、がんの場所の特定も可能。患者の83％でがんの部位を正確に特定。

出所 Johns Hopkins ホームページ、ヨミドクターホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
血液によるがんの早期発見テスト
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
投薬アドヒアランス向上等のためのアプリケーション

事例名
innovationOchsner's Digital Medicine 
Program

開発企業
／国

Ochsner Health／米国

先進事例
の特徴

 ルイジアナの医療機関であるOchsner Healthでは、多くの患者が退院後に必要な服薬をしていない、という
実態を把握。

 そのため、同病院の退院患者に本デジタルプログラムのアプリを導入したApple Watchを活用して、患者に
服薬のリマインドを通知し、血圧や心拍数、体重等を計測。その情報を医療専門職に送信。

 本デジタルプログラムの主なメリット：

• 患者が毎年病院に行って、健康に関するアドバイスやレポートをもらうのではなく、毎週送信しているバ
イタルデータ等に基づいたリアルタイムの健康管理を行うことが可能に。

• 日々のバイタルデータ等を医療チーム側が把握することで、手遅れになる前に問題に気がつくことが可能。
また、処方や処方量の情報をモニターすることで素早く治療を最適化することが可能。

 プログラム参加患者のうち90日後の血圧の目標値を達成できた人の割合が71%とコントロールの31%に比
べて高い数値。

出所 Ochsner Healthホームページ、techcrunchホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
都市交通のデータを用いた最適化

事例名 ET City Brain
開発企業
／国

Alibaba／中国

先進事例
の特徴

 杭州市は渋滞を削減することをめざして、アリババおよび同社のクラウドコンピューティング・プラット
フォームと連携。

 杭州市のCity Brainプロジェクトは、交通局や公共交通機関、マッピングアプリ、そして膨大な数の監視カ
メラから取得したデータを利用し、交通を監視。アリババは、杭州市蕭山区にある信号機つきの交差点104
カ所を管理。

 ビデオ映像から交通事故や渋滞を認識することで、インターネットデータとアラームデータを統合し、都市
全体の交通事故を即座に包括的に把握。また、配車を最適化する技術を使用し、警察、消防、救急、その他
の車両に対して地域最適な配車指令を実行。さらに、緊急対応車両が緊急現場に向けて優先的に通行
できるよう、信号の制御も実施。

 杭州市蕭山区では、自動信号制御により、道路上の平均移動速度が 15% アップし、平均移動時間は3分短
縮。また、緊急車両の対応時間が 50% 短縮され、救急車の到着に係る時間が7分短縮。

出所 AlibabaCloudホームページ、Wiredホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
データ連携、分析を用いた精神疾病患者に対する地域医療の最適化

事例名
Mentrics：精神疾病患者に対する地域医療の
最適化のためのツール

開発企業
／国

大塚製薬／日本
IBM／米国

先進事例
の特徴

 精神疾患の患者は、複数の医療機関で専門的な治療を受ける場合があるが、施設毎に患者の治療情報が局在
しており、過去の診断や治療歴が共有されていないことがある。結果として、患者にとって本来必要ではな
い治療、もしくは過去に効果の無かった治療を再度受けてしまう場合がある。また、医療機関から別の医療
機関に紹介された場合に、引継ぎが上手く行かずに治療を中断してしまうことも発生。

 また、米国では、退院した患者の10%近くが1カ月以内に再入院、20%以上が6カ月以内に再入院しており、
最悪の場合、自殺に至るケースもあった。

 本事例は、避けたいイベントのトリガーとなる患者の行動パターン（例：前回通院以来〇日連絡がない等）
を包括的に分析することで、臨床面からではなく、患者の行動面からのリスクファクターの評価に取り組ん
でいるもの。

 具体的には、大塚製薬の子会社のODH社が、2016年にIBMとMentricと呼ばれるツールを共同開発し、南フ
ロリダ精神疾患ネットワーク（SFBHN）をはじめとするマネージドケア組織に対して、１）精神疾患のポ
ピュレーションマネジメント（高リスク患者の特定後、ケアシステム全体での効果的な対応）、２）個々の
医療提供者のパフォーマンス評価、３）患者の過去の処方やサービス受療の実績から、ケアコーディネー
ターが課題を特定できるサービスを提供。

 「私たちは、精神疾患を取り巻く大きな問題の一つが、医薬品の提供だけでは解決することが出来ない、分
断されたヘルスケアシステムであることに気付きました。」Dieter Weinand, president of global 
commercialization and portfolio management for Otsuka Pharmaceutical Development & 
Commercialization, Inc.（2014年）

出所 大塚製薬ホームページ、IBMホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
病児保育最適化のためのプラットフォーム

事例名 あずかるこちゃん
開発企業
／国

Connected Industries Inc／日本

先進事例
の特徴

 病児保育受け入れの最適化を可能にするプラットフォーム。

 現状では、子どもが夜中に発熱した場合、「在宅での看病後、朝まで待って病児保育施設に電話連絡し、必
要な書式を埋め、空いている病児保育施設に行く」というプロセスが一般的。ただし、病児保育施設に電話
が繋がらないことが多い上、空いていない場合は見つかるまで電話するという課題を有する。

 本サービスを利用した場合、朝になる前に複数施設の予約を確認することが可能であり、看病しながらス
マートフォンで申し込み5分で予約完了する簡単なプロセスを提供。当日朝に、近くの病児保育施設にキャ
ンセルが出た場合は、1分で変更が可能。

 病児保育受入施設側にとっても、親側のアクセスが容易になることで病児保育利用を諦めていた潜在ニーズ
をきちんとフォローできることによる利用者数のアップ、当日のキャンセル締切を早めに設定することで当
日の空室リスク低減、施設スタッフの負担軽減（電話対応がないことや、システムがキャンセル対応するこ
と等のため）等のメリット。

 現在、東京都内で実証実験を実施中。

出所 Connected Industries Inc. ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
RTLS（リアルタイム位置情報管理システム）を用いた院内資源の効果的な活用

事例名
RTLS（リアルタイム位置情報管理システム）
を用いた院内資源の効果的な活用

開発企業
／国

Florida Hospital Celebration
Health／米国

先進事例
の特徴

 Wi-Fi RFID タグによるリアルタイム位置情報管理システム（RTLS）及び分析ソリューションを用いて、病
院内の手術室に勤務する医療スタッフや患者の動きを追跡し、院内業務の効率化を実現。

 同病院では、年間10,000件近い手術を実施。院内の手術室に勤務する看護師や看護助手、数名の医師の任意
協力の下、各医療スタッフの名札にトラッキング用のタグを取り付け、天井のセンサーを通じて各スタッフ
の勤務中の動きを追跡・分析して示されたスタッフの移動が最も頻繁なエリアを示すヒートマップを用いて、
要求の多い患者の特定や、より効果的な人員配置について検討。

 RTLS分析により、以下のような改善に向けたポイントを把握。

• 医療スタッフの動線分析により、必要となる看護師数が実際に必要な数よりも少なく見積もられてい
たことがわかり、最適化する必要があること。

• 従来、使用済み輸液ポンプの消毒は毎朝6 時に行われていたが、同時間帯は退院患者の雑務の対応に
追われることが多く、業務の両立が難しい状況にあり、一方で、午前1 時から3 時にかけては比較的
業務にゆとりのある時間帯であったため、消毒の時間を変更することを検討する余地があること。

出所 IPA ホームページ、RFIDジャーナル ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
糖尿病網膜症検出AI

事例名 糖尿病網膜症検出AI
開発企業
／国

IDx／米国

先進事例
の特徴

 IDx社のIDx-DRは、昨年４月にはじめてFDAに承認された、糖尿病網膜症を検出する人工知能(AI)を用いた
デバイス。

 これまで糖尿病網膜症と診断されていない22歳以上の糖尿病患者が対象で、中等度以上の糖尿病網膜症を
自動検出することが可能(所要時間1分以内)。

 写真の画質が不十分な場合は再撮影を指示。

 診断結果が陽性の場合は、専門医への受診勧奨を実施。

 このデバイスを用いることで、眼科の専門医でなくても糖尿病網膜症の診断が可能に。

出所 IDxホームページ、FDAホームページ、糖尿病ネットワークホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
AIを活用したオンラインドクター

事例名 Symptom Checker Chatbot
開発企業
／国

babylon health／英国

先進事例
の特徴

 babylon healthはオンライン診療等やAIドクターで診断を行うサービスを提供する会社であり、英国のNHS
が最大の顧客。2017年以降、NHSに加入する2万6000人のロンドン市民が、対面がメインの診断から、
Babylonのサービスを活用したオンラインがメインの診断に切り替えており、さらに2万人が順番待ち。こ
れにより医師が時間を効率的に使うことが可能に。

 BabylonのSymptom Checker Chatbotは、顔認識システムなど、様々な情報を活用したサービスを展開。
研修中の一般開業医師が受けるテストでの比較においても、AIドクターとして人間の医師を上回るスコアを
獲得。

 グローバル保険会社のPrudentialはアジア12マーケットにて、babylon healthとのDigital Partnershipを
締結し、保険利用者の健康管理に活用。

出所 babylon healthホームページ、Forbes Japanホームページ、Prudentialホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（① 最適な医療・介護の提供）
VR/MRを活用しての、トレーニング等医療コミュニケーション

事例名 HoloEyesXRサービス
開発企業
／国

Holoeyes／日本

先進事例
の特徴

 HoloEyesは、患者のCTスキャンデータやMRIデータから３次元のVirtual Reality（VR）やMixed 
Reality（MR）のアプリケーションを生成。医療コミュニケーションを革新するサービスを展開。

 カンファレンスにおいて、実際の手術動画を使った術式説明の後、同じ症例のVRアプリを使って術野の立体
構造をVR空間で理解したり、穿刺治療のトレーニングを行うなど実際に医療現場で活用。

出所 Holoeyes ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
AIを用いた疾患の事前察知

事例名 AIによる疾患事前察知システム
開発企業
／国

Ochsner Health／米国

先進事例
の特徴

 米国ルイジアナの医療機関Oschner Healthでは、電子カルテ等メーカーのEpicと、Microsoft のクラウドプ
ラットフォームであるAzureを用い、AIによる機械学習とクラウド技術により、急な心停止や呼吸停止、敗
血症などを事前に察知する取り組みを開始。カルテや検査・診断結果などの電子データを元に分析する。

 AIの活用により、トータルで10億件にもおよぶ全患者の医療情報を網羅し、次の4時間以内に起こり得る急
な病状の悪化を察知することが可能。その短い時間内に対応するため、Ochsnerにおいて特別な医療チーム
を編成することで、通知を受け取ってすぐに緊急対応を行うことを可能とした。

 「患者のケアを人類が今まで成しえなかった形で行うことができる」
- Richard Milani, Chief Clinical Transformation Officer, Ochsner Health

出所 Ochsner Healthホームページ、techcrunchホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
スマートTシャツ（心電図、心拍等データの把握およびアラート等）

事例名 スマートTシャツ
開発企業
／国

Emglare／米国

先進事例
の特徴

 心電図と心拍をTシャツを着ている間にはかり、スマートフォンのアプリに転送。その結果を本人や家族・医
師に転送することや、心拍の異常等に応じてアラートを出すことが可能。

 過去の日次、週次、そして現在の心電図、心拍データを確認することが可能。

出所 Emglareホームページを基に作成



49

各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
スマートウエア（心電図、心拍等データの把握およびアラート等）

事例名 hamon
開発企業
／国

ミツフジ／日本

先進事例
の特徴

 高機能性を持つ伝導性繊維「AGposs」を使用し、精緻なデータ取得と、長時間快適な着ることのできるウェ
アを開発。自前で作成したトランスミッター、アプリ・クラウドと組み合わせることにより、高精度な生体
情報マネジメントを実現している。

 心電／心拍・呼吸数・ジャイロ・筋電・加速度・温度／湿度のモニタリングが可能（開発中のもの含む）。

 ミツフジクラウドにデータが蓄積され、緊急時等必要な際には、管理者にアラートを送信。

 現在、従業員の見守り、介護、スポーツコンディショニング等で活用。

出所 ミツフジホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
健康増進型保険

事例名 住友生命Vitality
開発企業
／国

Discovery*／南アフリカ
*Vitalityの開発企業

先進事例
の特徴

 診断等で健康状態を把握し、スポーツイベント等の
アクティビティに参加するなど、健康増進に関する
行動に対するインセンティブを付与することで、
健康に向けた行動変容を促すことを目指した保険。

 保険商品に月額864円で加入でき、1年目から
保険料が15%される。保険料の割引は
毎年見直され、割引率は－2%～＋２%の間で
変動され、最大で30％割引。

 日々の健康増進への取組がポイントとして視覚化される。
ポイントに応じた割引をインセンティブとでき、健康へ
の活動を継続できる仕掛け。

 獲得できるポイントで判定されるステータスに応じて、
提携企業の各種割引の特典や電子マネーギフトへの
交換が可能。

 提携企業は11社：ルネサンス・アディダス・
ソフトバンク、ローソン、スターバックス、Hotel.com等

出所 住友生命Vitalityホームページを基に作成

Vitality 健康プログラム

Step1 健康状態を把握する
オンラインチェックを実施したり、健康診断を受けると
Vitalityポイントが獲得できる

Step2 健康状態を改善する
いつもより多く歩くことを心がけたり、スポーツイベントに
参加したりすることでVitalityポイントが獲得できる

Step3 特典（リワード）を楽しむ
獲得した類型ポイントで判定されるVitalityステータス
に応じて各種特典が受けられる
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
多事業者連携による啓発型の新型健診

事例名 啓発型（新型）健診
開発企業
／国

弘前大学COI（センターオブイノベーションプ
ログラム*）／日本

先進事例
の特徴

 弘前大COIでは、健康な人の体力や食事、睡眠などの2000項目に及ぶ健康データを収集。約2万人のデータ
を蓄積。

 2017年2月と9月に、「新健康チェック・啓発プログラム（新型健診）」を実施。

• （1）メタボリックシンドローム
（2）口腔保健
（3）ロコモティブシンドローム
（4）うつ病・認知症
を診断。

• その日のうちに結果を返却し、その場で健康指導を実施。

• 定期的に健康教育に関するコンテンツを受診者に送り、それによって初回から2回目までの6カ月間で
健診結果がどう変容するのかを追跡。

 新型健診の実施により運動の習慣が身に付いて、歯みがきをよくするようになる等、行動変容が起こり、生
活習慣が改善しているケースが多い。

 エーザイ、ライオン、花王などさまざまな分野の企業が弘前大COIに参画しており、2000にも及ぶ膨大な
項目を測定。個人の健康機能を総合的に測定することが可能に。

出所 弘前大学ホームページ、日経デジタルヘルス、日本経済新聞ホームページを基に作成

*文部科学省が開始したプログラム
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
ソーダ税

事例名 ソーダ税
開発企業
／国

Berkeley, California／米国

先進事例
の特徴

 Berkeley, Californiaは2015年、いわゆる「ソーダ税」を導入。清涼飲料1オンス（約28.5ml）
当たり1セント（約1円）の税が課されるこの制度により、低所得世帯による清涼飲料の消費量が21％
減少。

 学術誌アメリカン・ジャーナル・オブ・パブリック・ヘルスに発表された今回の研究結果によれば、
ソーダ税の導入により最も消費量が減少したのは炭酸飲料（26％）とスポーツドリンク（36％）。

 「低所得世帯は肥満や糖尿病など健康状態が悪化した場合、深刻な影響を受けることになる。炭酸
飲料や砂糖入り飲料の消費量が減ったことは、とても明るい材料だ」
- 研究を実施したUniversity of California, Berkeleyのクリスティン・マッドセン准教授

出所 Forbes Japanホームページを基に作成



事例名
イギリスにおける減塩戦略
（Action on Salt：元の名称はConsensus 
Action on Salt and Health）

開発企業
／国

英国（英国政府が支援し、英ロンドン大学が中
心となり健康医療の研究者が参加）

先進事例
の特徴

 英ロンドン大学が中心とした、塩分とその健康に関する研を行うグループで健康医療の専門家が参画。

 政府と食品業界に食塩使用の削減に対する取組を働きかけ。

 食品中の塩分量を徐々に減らしても、人は味の変化に気づかないことを利用し、食品中に含まれる塩分量を
削減することを働きかけ、塩分摂取量が15%減少。

 それに伴い、塩分の摂取量が発症リスクを高めると考えられている虚血性心疾患・脳卒中患者数は4割減少。
約2,300億円の医療費を削減することに成功。

出所 経済産業省ホームページ、Action on Saltホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
イギリスにおける減塩戦略



事例名
Healthverity Marketplace
Healthverity Consent
Healthverity Cipher

開発企業
／国

Healthverity／米国

先進事例
の特徴

 Healthverityは、各インダストリーに散らばる個人の薬処方データ、EMRデータ、機器データ等様々なデー
タを一元管理。データのコネクティビティ、プライバシー、コスト効率性を高めるプラットフォームを提供。

 製薬会社、医療機関、保険会社等は、「匿名化された個人」に紐づいた各種データセット（ブロックチェー
ンによりプライバシー管理され、HIPPA準拠）から、必要なデータを選び、消費行動データと組み合わせて、
コーホートデータを作成し分析等を行うことが可能。データ提供企業は、より多くのデータ購入者を見つけ
たりすることが可能に。

 EUの「一般データ保護規則（GDPR）」等、第三者による消費者のデータ利用方法を定めた新たな規制によ
り、企業はデータの移転を把握し、対象者の同意を得る必要がある為、効率的な健康データの利用承諾やア
クセス権管理はデータ活用に際して重要である。その点を解決するプラットフォームとなっている。

出所 Healthverityホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
個人健康データ利用許諾等の管理を行い、データ活用を推進するビジネス



事例名 Blue Button
開発企業
／国

VA, CMS／米国

先進事例
の特徴

 Blue Buttonプロジェクトは、個人ひとりひとりがポータルからダイレクトに個人の健康の情報（個人入力
分及び、EHR分）にアクセスできるようにしたプロジェクト。2010年にVA（退役軍人省）が、 Centers 
for Medicare and Medicaid Services（CMS）、防衛省、マークル財団と協働し導入。

 当初はVA病院の退役軍人からはじまったが、Medicare対象者、民間保険者等、対象者を拡大させてきた結
果、現在、1億5千万人がアクセス可能。

 消費者は、ポータルより、PDF等の方法で個人の情報（個人入力分及び、EHR分）をダウンロードすること
が可能。

出所 VAホームページ、官邸ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
PHR情報の標準化およびPHRをダウンロードできるポータル



事例名 CureApp禁煙
開発企業
／国

CureApp／日本

先進事例
の特徴

 禁煙に向けて医師が処方するアプリ

 ニコチン依存症には、身体的依存と心理的依存の2つの側面があり、禁煙補助剤は身体的依存には効果がある
ものの、心理的依存には、医学的エビデンスに基づいて有効性を示された治療法が存在しない。

 医療機器として日本で初めてとなる「アプリの治験」を実施している。治験が2018年12月に終了。2020年
の春の保険適用を目指している。

 患者は、吸ってしまった本数、その日の気分、処方された禁煙プログラムの進捗状況などをスマホで入力。
データはクラウドに上げられる。患者ごとの禁煙治療の状況やその日の体調に応じてパーソナライズされた
ガイダンスを行うことで、ニコチンの心理的依存に対してその作用を発揮し、ニコチン依存症治療に貢献。

 「禁煙治療を初めてから半年後の禁煙継続率は平均で約40%。アプリを使うことで60％にまで高めること
が期待できるという」：日本経済新聞

出所 CureAppホームページ、CureAppプレスリリース、日本経済新聞、日経スタイルホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
パーソナライズされたガイダンスを行う禁煙アプリ



事例名 Empath
開発企業
／国

Empath／日本

先進事例
の特徴

 音声等の物理的な特徴量から気分の状態を独自のアルゴリズムで判定するプログラム。数万人の音声データ
ベースを元に喜怒哀楽や気分の浮き沈みを判定。

 現在、47カ国、700社で採用。

 例えばあるコールセンターでは、お客様、オペレータの気分を可視化し、オペレータの意欲（モチベーショ
ン）を把握し、SV(指導者・管理者)による分析やコーチング、フォローを視覚的にサポート。声をリアルタ
イムで解析し、黄色は喜びや快活さ、緑は落ち着き、赤は怒りや強い主張、青は悲しみやとまどい、と感情
を4つに分けて分析。客の声から感情を把握できるため、客の感情の波に合わせてトークを進めたり、終わら
せたりすることが可能。また、リアルタイムでのオペレーションで成果を出すことと平行して、たまってき
たデータを分析することで施策を打つことも可能。

出所 Empathホームページ、FNNホームページ

57

各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（② 予防）
音声から心理状況を判定するプログラム
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
能動的対話型コンパニオンロボット

事例名 ElliQ
開発企業
／国

Intuition Robotics／イスラエル

先進事例
の特徴

 ElliQは2016年に設立されたイスラエルのベンチャーが作ったActive Aging Companionロボット。専用タブ
レットと併用する対話ロボットであり、高齢者が簡単に友達や家族、そして世の中とコミュニケーションを
取れるようにすることが目標。

 スマートスピーカーとの大きな違いは能動的である点であり、ElliQはユーザーに対し「写真が届いたけど見
たい？」「投稿に返信する？」などと積極的に話しかけたり、薬の時間や外出の予定をリマインドするなど
「アシスタント」ではなく、「コンパニオン」の機能を果たす。

出所 Intuition Roboticsホームページ、techcrunchホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
痛みを感じることができる義肢

事例名
鋭利な物体に触れると、痛みを装着者に伝え、
とがった物体を自動的に手放す義肢

開発企業
／国

Johns Hopkins大学／米国 他

先進事例
の特徴

 義肢により感覚を与えていく可能性を示すと考えられている研究。

 鋭い痛みを感知し、その痛みを装着者に伝え、とがった物体を自動的に手放す義肢を開発したとする論文が
『Science Robotics』に掲載。

 この義肢は既に販売されている筋電義手「ビーバイオニックハンド」を改変したもの。

 鋭利な物体を持つと、圧力が局所に集中し、義手が不快なものとして判断し、自然とその鋭利な物体を落と
す設計。

出所 Science Roboticsホームページ、WIREDホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
外出困難な人のテレワークを可能にするロボット

事例名 OriHime-D
開発企業
／国

オリィ研究所／日本

先進事例
の特徴

 OriHime-Dは、テレワークをしている人が遠隔で接客やものを運ぶなど、身体労働を伴う業務を可能にする、
全長約120cmの分身ロボット。

 カメラ・マイク・スピーカーを搭載。インターネット経由で操作できるだけでなく、前進後退・旋回の移動
能力があり、上半身に14の関節用モータを内蔵。簡単なものをつかんで運ぶこと等が可能。

 想定される使用シーン例：

• 育児や介護、身体障害などで外出な困難な人が分身テレワークでカフェの接客をする

• 寝たきり状態の人が遠隔操作で身体労働を実施する

出所 オリィ研究所ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
VR/テレプレゼンスを活用しての障がいの有無にかかわらず共に学べるインクルーシブ教育

事例名
VR/テレプレゼンスによるインクルーシブ
教育

開発企業
／国

富士通、香川県教育委員会、小豆島町教育委員
会、土庄町教育委員会／日本

先進事例
の特徴

 香川大学と富士通は、VRやテレプレゼンスを活用して教員・支援員の障がい理解の促進や専門家が遠隔から
指導や支援を行う実証研究を実施。

 背景として、文部科学省は、インクルーシブ教育の実現のため、障がいのある生徒を対象に、障がいによる
学習上または生活上の困難を克服するための特別指導を行う通級制度を実施してい
るが、教育現場では、教員が専門性を高めるために重要となる特別支援教育の専門家による指導について、
「離島や僻地の学校では地理的な制約により指導が受けにくい、学校や教員の障
がいの理解が充分ではない、指導員が不足している」などの課題が顕在化。

 上記の課題に対応する形で実証実験を実施。

出所 富士通ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
高齢者のオンライン人材マッチング

事例名 GEBR
開発企業
／国

東京大学先端科学技術研究センター／日本

先進事例
の特徴

 高齢者が社会において自らの可能性を十分に発揮することを可能にするためのアプリ。

 セカンドライフにおいてコミュニティへの所属は大きな課題である一方、そういった情報は検索できる形で
情報化されていることは少なく、自分にあった活動や組織を見つけることが難しいという問題に対して、そ
れらの情報を電子化し、所有スキル、日時、ロケーションから簡単に検索できるように整理。

 GBERは千葉県柏市において一般社団法人セカンドライフファクトリーとの連携の下、高齢者の地域就労サ
ポートにおいて実際に活用され、剪定・農業・保育士などの仕事を住民や施設から請け負うのに使われてい
る。延べ2,300回以上、就労機会を提供。

出所 GBER ホームページ、東京大学 ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
雇用者側／求職者側のオンライン人材マッチング

事例名 Cloud Talent Solution
開発企業
／国

Google／米国

先進事例
の特徴

 米Google社は、Cloud Talent Solutionと呼ばれるサービスを提供。雇用者側と求職者側のマッチングを
AIを用いて、効果的なものにすることが目的。

 例えば、業界専門用語やタイプミス等を機械が理解し、何を求職者が求めているかを分析し、検索結果を表
示。結果として、求職者は自分に合致した仕事を素早くみつけることが可能になり、雇用者は、必要な人材
に早くアクセスできる可能性。

 プラットフォームで求職者や雇用者が何を求めているかを学習し、その知識を検索結果や候補者マッチング
アルゴリズムの強化に反映することで、マッチング精度の継続的な向上が期待される。

出所 Google ホームページを基に作成
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各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
体内埋め込み機器等用の遠隔給電

事例名 体内埋め込み機器等用の遠隔給電に関する研究
開発企業
／国

MIT, Brigham and Women’s Hospital／
米国

先進事例
の特徴

 MIT, Brigham and Women’s Hospitalは人体埋め込み機器などに用いることができる新技術の無線で電力供
給を行うシステムを開発。

 人体組織を安全に透過できる電波を使って体内埋め込みデバイスに無線での電力供給。距離が離れていても
給電が可能であり、動物実験では、体内深さ10cmの位置にあるデバイスに対して、1m離れたところから給
電。デバイスが皮膚直下の浅い位置に埋め込まれている場合、最大38m離れた所から給電可能。

 電池を内蔵しないですむため、埋め込みデバイスの小型化が可能。

出所 MITホームページ、Mynaviニュースホームページを基に作成



65

各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
都市全体としての認知症に対する包括プログラム

事例名 Dementia Friendly London
開発企業
／国

ロンドン／英国

先進事例
の特徴

 ロンドン市長が、世界で初のDementia Friendlyな首都を目指すと宣言し、交通、住宅、医療サービス、福
祉、小売り、美術館等、20以上の事業者と連携して認知症の人に対する教育や、現場での改善を含む取組を
包括的に実施。

 取り組みは、バス運転手24500人に対する認知症に関するトレーニング、北・東ロンドンで認知症患者が身
に着けられるテクノロジー開発等を企業、研究、教育機関等と連携をとりながらの推進、認知症の来館者が
自由に見られる特別ツアー等のイベントの開催など、幅広いステークホルダーを巻き込んで都市として包括
的な取組を実施。

出所 英国 Alzheimer’s Societyホームページを基に作成



66

各目指す姿へむけたアクションに関連する事例（③ テクノロジーを活用したインクルージョン）
心を満たすためのアプリ

事例名 OQTA HATO
開発企業
／国

OQTA／日本

先進事例
の特徴

 「孤独」や「社会的孤立」が引き金となり、発病したり、進行する様々な「心の病」を人の根源的な欲求で
ある「心を満たす」という視点で問題解決する商品とサービス。

 スマートフォンのアプリのアイコンをタップするとネットに繋がった鳩が鳴くというもの。

 2017年の米アトランタでの展示会発表を皮切りに、国内外から多数の問い合わせ。

 「うちは、息子３人で、田舎で一人暮らしをしている母親の鳩時計を鳴かせているのですが、それに喜んで
いた母親が、ある時から日記を書き始めたんです。
内容が、「今日のハトは何を言っていたか。」。
息子3人を全身全霊で育てたと語っている母ですが、息子のうちのだれかが想いを送っているハトの鳴き声に
意味合いを感じて、毎日想ったことをつづっています。
もちろん、3人のうちだれが押したかはわからないし、どういう気持ちで押したかも、想像して書いているわ
けです。そんな母はとても幸せそうです。」
－ユーザー

出所 OQTAホームページ、経済産業省ヘルスケアビジネスコンテスト資料を基に作成



７： 海外におけるムーンショット型プロジェクト事例



68

海外のムーンショット型プロジェクトの事例

 大きい社会・科学テーマの解決を目指すものは、トップダウンかつ多機関で包括的にアプ
ローチしているものが多い。

Brain Initiative (US)

Cancer Moonshot
（US）

Precision Medicine 
Initiative（US)

• 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

• 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

• 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憶ドルの予算がついている
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ムーンショット型プロジェクトの海外事例
(1) BRAIN Initiative（US）

 米国は2013年4月に脳機能の理解を可能とする革新的技術開発に向けたBrain 
Research through Advancing Innovative Neurotechnologies（BRAIN 
Initiative）を発表。脳機能・回路の活動の解明に資する技術等の研究に投資。

 初年度はNIH、DARPA、National Science Foundation（NSF）等が約1.1億ド
ルの予算を確保。

ゴール
 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

• Advance Neurotechnologies
新たな神経技術を活用したアプリケーションの開発促進

• Facilitate Dynamic Imaging
研究者がリアルタイムで脳機能のダイナミックな動きを描くことを促進

• Explore Brain Functionality
脳がどのように記録、活用、保存等しているか探索

• Link Function & Behavior
脳活動と行動の複雑な関係を新理論・モデルも活用して解明

• Advance Consumer Applications
患者や消費者に安全で有効な製品を届けることを支援

参加者
• 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

最近の主な研究例
＜NIH関係＞
• 脳活動をワイヤレスでスキャンできるヘッドギア
• 麻痺患者向けの非侵襲のブレイン・コンピューター・インター

フェイスのシステム
• 統合失調症等の患者向けの非侵襲の脳刺激デバイス
＜DARPA関係＞
• データのやり取り可能な埋め込み型の神経インターフェイス
• 記憶の保存デバイス
• 電子処方（Electrical Prescriptions (ElectRx））

 オバマ大統領により発表され、ホワイトハウスのイニシアティブの下、関係機
関で連携してプロジェクトを組成。

出所： The Brain Initiativeホームページを基に作成
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ムーンショット型プロジェクトの海外事例
(2) Cancer Moonshot（US)

出所： CANCER MOONSHOT BLUE RIBBON PANEL REPORT 2016を基に作成

 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
することを目指し新たながん対策国家プロジェクトCancer Moonshotを発足させた。

 米国議会は、Cancer Moonshotに対し７年間でUS1.8億ドルの投資を可決してい
る。（2016年12月）

背景
毎年160万人を超えるアメリカ人が癌と診断され 60万人が癌
で死亡しており、 オバマ大統領から命を受けたジョー・バイデン副
大統領は、連邦政府の投資、民間部門の努力、患者主導な
どを活用し推進するプロジェクトを癌研究者、癌専門医、民間
部門および政府機関からなるBlue Ribbon Panel（BRP）、
７WGが編成し、立ち上げた。

ゴール
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している。以下を含む全12テー
マで構成されている。
• Analyze Patient Data and Biospecimens from Past Clinical Trials 

to Predict Future Patient Outcomes（遡及的分析のサポート技術開発
（治療のメリット、及び治療への抵抗力を含む結果の予測））

• Develop New Cancer Technologies（臨床診断測定技術、生細胞・デー
タ品質改善、予測モデルアプローチの改善等の開発）

• Built a National Cancer Data Ecosystem（がんに関する技術基盤構築、
クラウド技術を活用した研究データと分析ツールを結びつけ、研究者が多様な科
学領域からデータを組合せ共同研究者と共有、統合分析を可能とする）

参加者
• 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

（AbbVie、Amgen、Boehringer Ingelheim、Bristol-Myers 
Squibb、Celgene、Genentech、Gilead Sciences、GSK、J＆J、

Novartis）により構成（５年間）
• その他/患者、患者支援団体、大学、研究機関等

最近の主な研究例
＜NIH関係＞
• PDX Data Commons and Coordinating 

Center (PDCCC) for the PDX Development 
and Trial Centers Research Network 
(PDXNet)：Patient-derived xenografts 
(PDXs) NCIがんゲノムクラウドで利用可能な大規模
データ、分析、PDXNetデータを統合させるプラットフォー
ム構築



71

ムーンショット型プロジェクトの海外事例
(3) Precision Medicine Initiative（US)

出所： The Precision Medicine Initiative Cohort Program – Building a Research Foundation for 21st Century Medicine Precision Medicine 
Initiative (PMI) Working Group Reportならびに第１回 ゲノム医療実現推進協議会資料より作成

 2015年1月、オバマ大統領は、「私たちが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」と発表

 2016年にNIH,NCI,FDA,国家医療情報技術調整室に2.1億ドルの予算

背景
これまでの治療法の多くは「平均的な患者（average 
patient)」向けにデザインされたものであるが、疾患の予防・治
療を推進する最も確実な方法は個々患者の健康・疾患に寄
与する要因の詳細な理解であり、遺伝子、環境、ライフスタイル
に関する個人毎の違いを考慮した予防や治療法を確立すること
が必要と考えた。

ゴール
ライフスタイル、環境、遺伝学の個人差に基づいて、病気を予防
し治療する能力を向上させることを目的とし、医療の新時代をつ
くる。

そのために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や、precision medicineに伴うプライバ
シー問題への対応、規制への対応等を検討する。

参加者
• 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

最近の主な研究例
• コホートとmHealth技術とセンサーデータの臨床的関連

性（コホートとmHealth・センサーデータの実証プロジェ
クトで臨床的有用性を測定。コホート認証mHealthは、
FDA認証、もしくは同等の補償を得る。）

• EHRデータに基づく診断支援とmHealth技術（喘息
診断の際、自己申告のデータに加え、住所、雇用、職
業、家族病歴といった個人の喘息に関連したオーダーメ
イドのデータを収集し診断向上に役立てる。）



８： 海外におけるインテリジェンス機能の特徴



 ヘルスケア領域の課題ごとに組織が設計され、各自が戦略プランを構築。

具体例としては以下。

• National Cancer Institute (NCI)

• National Institute on Aging (NIA)

• National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA)

 研究体制を自前でも所有。

 各Initiative/Centerごとに重点領域を設定しその趣旨に合致した

年次計画を設定し、研究を推進。例えば、National Cancer 

Instituteの重点領域には、予防、がん予防／治療の不平等の低減等

が挙げられる。
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海外事例：NIH（米国）

出所：NIHホームページ、Washington Postホームページ、JST「NIHを中心にみる米国のライフサイエンス・臨床医学研究開発動向」を基に作成

 所長室（ Office of Director ）直轄のプロジェクト予算。

 課題横断的、かつ中長期的な科学研究（今後5 年から10 年のスパ

ンでdisruptiveな影響をもたらすもの）への戦略投資が目的。

 Common Fundにおける戦略投資分野の計画は、各NIH 研究所・セ

ンターによる提案を受けて決定。プロジェクトの評価はNIH所長、研究所

長及び所外専門家（27名の評議員）等に

よって行われる。

NIHの組織概要 Common Fundと27のinstitute/Center

 ファンディング機関ではあるが、内部に研究体制も有し、職員は2万人以

上。Office of Directorと27のInstitute/Centerから構成。

 NIHが作成する計画としては、NIH-Wide Strategic Planと各

Initiative/CenterのStrategic Planがあり、後者は5年ごとに見直さ

れる。

 予算の8割は世界中の2500大学、研究機関等を通じて約30万人の

研究者に助成・奨学金を配分している。

 Common Fund

 27のInstitute/Center

 米NIH（National Institutes of Health）は所長室直轄の予算（Common Fund）で課題横断的
かつ中長期的な科学研究を推進。

 分野別の組織であるinitiative/Centerはヘルスケア領域の課題ごとに組織が設計されている。



• Common Fundでは、研究所・センターによる研究提案を効果的に評価するために、次
のような検討基準が採用されている。

• 「基金が取り組むべき主な研究課題・機会」「研究プログラムが達成すべき目
的」「目的達成におけるNIH 組織横断型の研究戦略が必要性」「NIH 全体及び
各研究所・センターへの貢献」「プログラム実施に必要な取り組み」「プログラ
ムが実施された場合のインパクト」

• Common Fundの意思決定サイクルでは、内部幹部及び外部有識者での検討を行い、最
終決定はNIH所長が行う。

• 実施サイクルは大きく4 つのフェーズに分けられ、第1フェーズではNIH 所長、
各研究所・センター長らが申請計画のNIH 内での一次評価を実施。また、外部有
識者から構成される評議委員会により、プロジェクト案の第3 者評価を実施。第2 
フェーズにでは所内・所外関係者が共同して議論・評価を行い、NIH 所長の判断
で事業化の決定がなされる。第3 フェーズにおいて、プログラムを5 年から10 年
のスパンで実施する。その結果を踏まえ、第4 フェーズにおいて、研究結果の社
会実装若しくは次期研究プログラムへの移行を決定する。

74

米国NIHの研究方針・計画の決定プロセスとロードマップ

出所：NIHホームページ、JST報告書を基に作成

 内部研究体制ならびに、外部の知見を活かし、課題別、ならびに、複数テーマにまたがる
中期的な研究計画を策定。

戦略計画

と

方針決定
プロセス

組織

• 生体やその行動における基礎的な知識の追求ならびにその援用を通じて、健康を高め、寿命を延ばし、疾患や障害を減ら
すことをミッションとし、研究を行っている。

• グラント機関ではあるが、内部に研究体制を有し、職員は2万人以上となっている。

• Office of Directorと27のInitiative/Centerから構成される。

• Initiative/CenterはNational Cancer Institute（NCI）、National Institute on Aging（NIA）など課題別の設定と
なっており、各自が戦略プランを構築している。

• Office of DirectorはCommon Fundと呼ばれる課題横断的な中長期的な（5-10年）プロジェクトの予算を有している。

研究方針

• NIH-Wide Strategic Planと
各Initiative/Centerの
Strategic Planがある。政
府・大統領府からの提言や
覚書等の内容や、HHS長官
からの戦略計画NIH内部から
の立案とHHS及び政府から
の提言を基に研究ポート
フォリオを作成している。

• NIH-Wide Strategic Planは
5年おきに見直される。

• 予算の8割は世界中の2500
大学、研究機関等を通じて
約30万人の研究者に助成・
奨学金を配分している。

 戦略計画  方針決定プロセス／評価
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インテリジェンス機関における特定課題への集中投資事例
事例：米NIHのヒトゲノムプロジェクトへの投資

出所：NIH ホームページ、National Human Genome Research Institute ホームページを基に作成

 米NIHは、1990年に15年以内にヒトゲノム解析を行う、とするHuman Genomeプロ
ジェクトに巨額投資を行い、ゲノム解析に大きな貢献をした。

Human Genome Project

プロジェクトの背景と概要 プロジェクトの成果例

研究者に人類の病気に関する遺伝的要素を理解
するための強力なツールを提供し、予防、解析、
治療への新しい戦略を可能にするためにヒトゲ
ノムの解析を行うという目標を設定。

NIHの下に専門組織であるThe National 
Center for Human Genome Researchを設立
した上で、1990年にHuman Genome Project
をスタート。2005年までにヒトゲノム解析を
完了させるというゴールを設定し、NIHと
Department of Energyからの総額30兆ドルと
いう巨額の予算拠出を計画（実際の支出は27兆
ドル）。

実際の研究自体は各国の研究機関と連携の下、
実施され、2003年にプロジェクトは予定より2
年早く完了。

ヒトゲノムプロジェクトの結果として、今日の
研究者は、先天性疾患を起こしてると疑われる
遺伝子を以前に比べ圧倒的に短い時間で見つけ
出すことができるようになった。

現在2,000以上の人の遺伝子テストがある。こ
れらは患者が病気の先天的リスクを知ることを
可能にし、医療従事者が病気を解析することを
可能にしている.

ヒトゲノムプロジェクトから少なくとも350の
バイオテクノロジー製品が臨床試験に現在進ん
でいる。
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インテリジェンス機関における社会課題に対応した専門ブランチ
事例：米NIHのInitiative/CenterとCommon Fund

出所：NIHホームページ、Washington Postホームページ、JST報告書を基に作成

 米NIHでは、27のInitiativeやCenterを有し、社会課題ごとに戦略アプローチをたてて
課題解決のための投資を行っている上、課題を超えるテーマについては、Common
Fundという形で投資を行っている。

NIHのICとCommon Fund

 Common Fundは所長室直轄のプログラム。今
後5 年から10 年のスパンで変革的な影響をも
たらす科学研究への戦略投資が目的。

共通基金における戦略投資分野の計画に際して、
各NIH 研究所・センターは、共通基金で重点投
資されるべき研究内容を提案。研究所・セン
ターによる研究提案を効果的に評価するために、
「共通基金が取り組むべき主な研究課題・機会
とは何か？」「なぜNIH 組織横断型の研究戦略
が必要なのか？」「そのプログラムが共通基金
を通じて実施された場合のインパクトは何
か？」等の検討基準を採用。

所内評価（NIH所長、研究所長等による評価）
と所外専門家（27名の評議員）による評価。

以下のような課題別の27の機関

• National Cancer Institute (NCI)

• National Institute on Aging (NIA)

• National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism (NIAAA)

研究体制を自前でも所有（NIH全体で2万人以
上が勤務）。

各Initiative/Centerごとに重点領域を設定し
その趣旨に合致した年次計画を設定し、研究を
推進。例えば、National Cancer Instituteの場
合は、重点領域に予防、がん予防／治療の不平
等の低減等があるが、予防であれば、重点研究
領域に「ウイルス性ではないがんへのワクチ
ン」等を設定。

Common Fund Initiative/ Center
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米NIHによるSPARCプログラム

出所： 日本学術振興会ホームページ、NIH SPARCホームページを基に作成

 NIHは2014年にバイオエレクトロニック療法を推進するStimulating Peripheral 
Activity to Relieve Conditions「SPARC」プログラムを立ち上げ

 「SPARC」プログラムは、2021年度までに総額約2億3,800万ドルの助成を計画

背景
2014年7月に国立衛生研究所（National Institutes of 
Health：NIH）は、健康状態改善のための技術開発・研究
に重点を置いた新興科学分野3領域における新規プログラムに
対し、Common Fundから予算を拠出することを明らかにした。

そのうちの１つが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）」プログラムである。

ゴール
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
開発する。

プロジェクト実施主体
• NIH

最近の主な研究例
• 生物学プロジェクト：末梢神経による内臓機能の制御

メカニズムを表した解剖学的・機能的詳細マップを作成

• 技術開発プロジェクト：神経と内臓との間での相互作
用の評価・操作と機能の分離のためのツールを開発・改
善

• 新たな治療戦略開発の促進を目的とした産学協力

• データリソースセンターを作ってのシミュレーション等のオン
ラインハブの整備



NIHRは介護やメンタルヘルス、肥満、がんの早期発見など、主要ヘルスケア

課題毎に15のPolicy Research Unitsを保有。領域
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インテリジェンス機関におけるヘルスケア政策に影響を与える組織構造
事例：英NIHR Policy Research Units

出所：NIHRホームページを基に作成

 英NIHRはPolicy Research Unitsという組織を有し、各領域毎のリサーチの内容が、
政策や投資プライオリティ策定に貢献している。

NIHR Policy Research Unitsの役割と位置付け

各Policy Research Unitが、ホストとなる研究機関（大学等）との連携の下、

主要ヘルスケア課題に関する政策調査、ならびに短期的な政策のニーズについ

てのリサーチを行い政治家や、アナリストに政策立案の為のエビデンスやオプ

ションを提供。また、保健省がプライオリティを決めるための連携をしたり、

NHSやPublic Health England他にエビデンスを提供

役割

政策リサーチ予算は5年間で7500万ポンド。
予算
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海外事例：NIHR（英国）

出所：NIHRホームページ、JST「科学技術・イノベーション動向報告～英国編～」を基に作成

 英NIHR（National Institute for Health Research）はインテリジェンス機能として、Policy Research
Unitsという組織を有し、政策や投資プライオリティ策定に貢献。

 主要なヘルスケア領域の課題ごとに、大学と連携して調査を実施する点が特徴。

 各Policy Research Unitは、保健省が打ち出す主要なヘルス

ケア領域の課題に基づいてプロジェクトが組成され、ホスト

となる研究機関（大学等）との連携の下で調査を実施し、

NHS等に対して政策立案の為のエビデンスやオプションを提

供。政策のプライオリティ付けにも反映。

 政策リサーチ予算は5年間で7500万ポンド。

• Adult social care
（London School of Economics and Political Science）

• Behavioural science
（Newcastle University）

• Cancer awareness, screening 

and early diagnosis
（Queen Mary University of London）

• Children and families
（UCL Great Ormond Street Institute of Child Health）

• Economic methods of evaluation in 

health and social care interventions
（University of York）

• Economics of health systems 

and interface with social care
（University of York）

• Health and social care 

systems and commissioning
（University of Kent）

• Health and social care workforce
（King’s College London）

• Maternal and neonatal health
and care

（University of Oxford）

• Mental health
（University College London and King’s College London）

• Obesity
（UCL Great Ormond Street Institute of Child Health）

• Older people and frailty
（University of Manchester）

• Policy innovation and evaluation
（London School of Hygiene and Tropical Medicine）

• Public Health
（London School of Hygiene and Tropical Medicine）

• Quality, safety and outcomes of 
health and social care

（University of Kent）

注）太字は直接の疾病群ではないもの

NIHRにおける優先課題 カッコ内は連携先の研究機関・大学

NIHRの組織構成

組織／戦略の意思決定者

保健省内の組織が監督

各センター・プロ
グラムの
Director

 保健省傘下のNHSの研究開発戦略に基づき、患者や社会の利益

に資するような応用ヘルス研究を拡大させ、基礎研究の成果を

より迅速に実用化することが目的。

 NIHR内の各機関でロードマップを作成し、Annual Reportで

研究状況に応じたロードマップを報告。

 研究開発テーマ案は、幅広いステークホルダーから提案され、

Expert Reviewに基づき方針が決定。

 他方で、上記のプロセスとは別に、インテリジェンス機能とし

て、介護やメンタルヘルス、がんの早期発見などの主要ヘルス

ケア課題毎に15のPolicy Research Unitsを組成

NIHRの組織概要 Policy Research Unitsの役割と位置付け
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英NIHR Policy Research Unitの一覧

出所：NIHRホームページを基に作成

 英NIHRにおける課題ベースの優先エリアとユニット名、並びにホストとなる研究機関は以
下の通り。

課題ベースの優先エリア ユニット名 ホストとなる研究機関

Adult social care NIHR PRU in Adult Social Care London School of Economics and Political Science

Behavioural science NIHR PRU in Behavioural Science Newcastle University

Cancer awareness, screening and early diagnosis NIHR PRU in Cancer Awareness, Screening and Early Diagnosis Queen Mary University of London

Children and families NIHR PRU in Children and Families UCL Great Ormond Street Institute of Child Health

Economic methods of evaluation in health and social 
care interventions

NIHR PRU in Economic Methods of Evaluation in Health and Social 
Care Interventions

University of York

Economics of health systems and interface with social 
care

NIHR PRU in Economics of Health Systems and Interface with Social 
Care

University of York

Health and social care systems and commissioning NIHR PRU in Health and Social Care Systems and Commissioning University of Kent

Health and social care workforce NIHR PRU in Health and Social Care Workforce King’s College London

Maternal and neonatal health and care NIHR PRU in Maternal and Neonatal Health and Care University of Oxford

Mental health NIHR PRU in Mental Health University College London and King’s College London

Obesity NIHR PRU in Obesity UCL Great Ormond Street Institute of Child Health

Older people and frailty NIHR PRU in Older People and Frailty University of Manchester

Policy innovation and evaluation NIHR PRU in Policy Innovation and Evaluation London School of Hygiene and Tropical Medicine

Public Health NIHR PRU in Public Health London School of Hygiene and Tropical Medicine

Quality, safety and outcomes of health and social care NIHR PRU in Quality, Safety and Outcomes of Health and Social Care University of Kent

*PRU＝Policy Research Unit。太字は直接の疾病群ではないもの



• 上記の通り、保健省からの大方針が決定される。（NIHRのPolicy Research Unitsが
インプットを提供している）。

• 各トピック案は、幅広いステークホルダーから提案される

• 各トピックを検討するときの原則的な基準は、その領域のエビデンス（不確実性が減
ること）の重要性、Value for Money、効果が出ると想定されるまでの期間、その
他テーマの重要性（例：疾患の発現状況や国家政策等）である。

• Expert Reviewに基づきトピックの方針が決定される。
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英国NIHRの研究方針・計画の決定プロセスとロードマップ

出所：NIHRホームページ、JST報告書を基に作成

 NHSや保健省との連携の中、Policy Research Unitsという部門が、政府やポリシー
メーカーにエビデンスを提供して、政策に影響を与えている。

戦略計画

と

方針決定
プロセス

組織

• NHSの研究開発戦略に基づき、患者や社会の利益に資するような応用ヘルス研究を拡大させ、基礎研究の成果をより迅速
に実用化することに取り組む。

• 保健省がNIHRで注力するテーマを打ち出す（AMR、高齢者用の医薬品・機器、糖尿病および肥満といった生活習慣病、
メンタルヘルスや認知症、医療ミスの最小化、層別化された薬、世界の感染症に対するワクチンと治療薬）。

• Centres Executive Board（CEB)が組織／戦略の意思決定者である。

• 保健省の中の組織（Chief Scientific Officer、Senior Management Team）が監督している。

• NIHRは戦略を統括するStrategy Boardを有しており、NIHRの各センター・プログラムのDirectors、保健省のR&D
Senior Management Teamがメンバーを構成している。

• 上記に加えて、NIHRは介護やメンタルヘルス、がんの早期発見など、主要ヘルスケア課題毎に15の研究機関に拠点をお
くPolicy Research Unitsを組成し、ポリシーメーカーや政府、NHS等にエビデンスやオプションを提供している。

研究方針

• Strategy Boardが全体の戦
略のコーディネートを行う。

• 各機関がロードマップを作成
しており、Annual Reportで
研究状況に応じたロードマッ
プを報告する。

• ロードマップの期間は各機関
によって異なる。

 戦略計画  方針決定プロセス／評価
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海外事例：DARPA（米国）

出所：DARPAホームページ、NEDO平成29年度成果報告書「海外における技術開発動向に係る調査」、
JST/CRDS 海外動向ユニット「米国DARPA（国防高等研究計画局）の概要(ver.2)」を基に作成

 軍・国務総省のニーズを踏まえたトップダウン型の課題設定と
PMによるボトムアップ型アイデア探索を併用している。

 プログラム立上げに際しては、１年程度ニーズ把握・方向性を
調整した上で、PMが室長の助けを借りながら立案し、DARPA
局長承認という意思決定プロセスを採用している。

 公募採択はPMの裁量による。

DARPAの組織概要 特徴

 方針決定プロセス

 米DARPA（国防高等研究計画局：Defense Advanced Research Projects Agency）はリスクの高い技術への先
行投資を実施。PMが自由に力を発揮でき、かつ小規模な組織構成。

 明確な目標設定とマイルストーン管理等が特徴。これまで様々な製品・サービスの創出に寄与。

 米国国防総省（DOD）内部の部局で、軍とは独立した大統領と

国防長官の直轄組織。既存のシステム・概念を壊すような技術

に先行投資することを役割としている。

 局長、室長、PMの3層構造で、PMが自由に力を発揮できるシ

ンプル／柔軟／軽量な組織体制が志向されている。オフィスは

時々のニーズ,テクノロジートレンドに合わせて柔軟に改変され

るとともに、自前の研究施設・研究所を持たない、小規模な組

織構成。
 アプローチ/評価
 明確な目標設定とマイルストーン管理を実施している。ゴール

が明確であるために、「このアプローチではゴールが達成でき
ない」と判明することが多くあるが、それも研究の成功と捉え
られている。

 複数の大学や企業のアイデアに対して同時に投資・委託を行い、
競争をさせながらゴールにたどり着くプロセスを採用。

 実績
 1969年に、インターネットの前身となるコンピュータネット

ワークARPANETを開発

 人が搭乗しない無人航空機（UAV：Unmanned air vehicle）を開発

 音声アシスタントアプリのSiri（アップル）はDARPAのCALO
プロジェクトの分家筋にあたる

 自動運転カーレースDARPA Grand Challengeを主催

 Googleの自動運転車開発チームもDARPA出身

 災害救助用の全自動ロボットの実用化に向けて競技大会
DARPA Robotics Challengeを主催



• 軍・国務総省のニーズを踏まえたトップダウ
ン型のDARPAによる課題設定とPMによるボ
トムアップ型アイデア探索を併用している。

• プログラム立上げに際しては、１年程度ニー
ズ把握・方向性調整した上で、PMが室長の
助けを借りながら立案し、DARPA局長承認
という意思決定プロセスを採用している。

• 公募採択はPMの裁量による。
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米国DARPAの研究方針・計画の決定プロセスと戦略計画

出所：JST報告書、NEDO報告書を基に作成

 フラットで柔軟に組織運営し、ハイリスク・ハイペイオフ研究を推進。トップダウンアプローチ、
ボトムアップアプローチの双方を通じて方針を策定。

戦略計画

と

方針決定
プロセス

組織

• 米軍が今直面しているニーズ対応ではなく、将来のニーズに対応するための革新的研究を支援し実用化を加速する。
• 以下のような技術に先行投資している。

• ハイリスクすぎたりミッションと一致しない等、他の軍所属研究所では扱わない技術
• 既存のシステム・概念を壊すような技術
• 軍司令部は現時点では必要と認識していないが、将来的に必要になるとDARPAが考える技術

• Information Innovation Officeなど、６つのテクニカルオフィス（研究室）を有する。

• 局長、室長、PMの三層構造であり、組織はフラットになっている。

• 軍需向けだけではなく、民需にも活用可能なデュアルユースのプログラムを推進している。

• ファンディングプログラムの中で、PMが複数機関の研究者と連携をしながら、基礎研究を実用化まで移行させる。

• 以下のような組織風土の特徴を有すると考えられている。

• 1.小規模で柔軟であること、2.フラットな組織、3.官僚主義的弊害を被らない自立性の高い組織、4.世界有数の
技術スタッフ、5.研究者のチームとネットワーク、6.職員の回転率が高い組織、7.プロジェクトベースの任務構成、
8.外注サポートスタッフ、9.傑出したプログラム・マネージャー、10.失敗を許容する文化、11.画期的なブレイ
クスルーを志向、12.様々な協力者を結集し連携を促す

研究方針

 方針決定プロセス

• 直近の軍部のニーズと、長期
的な戦略の分析を行い、2年毎
に戦略計画を策定している。

• DARPAの主要課題は、DODの
4年ごとの国防計画見直し
（QDR）や国防科学委員会
（DSB）等で掲げられた優先
事項に対応している。

 戦略計画

• 複数の大学や企業のアイデアに対
して同時に投資・委託を行い、競
争をさせながらゴールにたどり着
くプロセスを採用している。

• 明確な目標設定とマイルストーン
管理を実施している。

• リスクの高い技術上アイデアを追
求し、即座に判断・実行すること
を奨励している。

 アプローチ／評価
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DARPAにより生み出された医療・介護領域の製品・サービスの事例
da Vinci サージカルシステム

出所：Intuitive Surgicalホームページ内容を基に作成

 da Vinciサージカルシステムは、低侵襲手術を可能にするロボットであり、当初は、戦場
での手術を遠隔で行うシステムの開発を目的として資金提供を受け技術開発していたも
のの、民間での応用を目指した。

背景

• da Vinci サージカルシステムの原型は、1980年代の後半
に、米国陸軍と旧スタンフォード研究所において開発された。

• 当初は、戦場での手術を遠隔で行うシステムの開発を目的
として資金提供を受けていたものの、民間での応用を目指し
た。技術開発により、低侵襲手術の手法が加速度的により
広範な手技へと応用された。

民間への転用後の展開

• 1996年には最初のロボット支援下手術用サージョンコ
ンソールが開発された。

• 1999年1月に、da Vinci サージカルシステムが上市さ
れ、2000年には、一般的な腹腔鏡下手術を適応とす
る初のロボット支援下手術システムとして、FDA（アメリ
カ食品医薬品局）により認可された。その後は、胸腔
鏡（胸部）手術、補助切開部からの心臓手術のほか、
泌尿器科、婦人科、小児外科、経口アプローチによる
耳鼻咽喉科の手術についてもFDAから認可を得ている。
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出所：Sonositeホームページ内容を基に作成

 米国防衛省が、戦場で外傷の患者のそばに持ち運ぶことができる超音波装置を作るとい
うミッションのもとに、ATL Ultrasound社にDARPAから資金提供をうけた。10年以上の
専門研究の上、ポータブルの超音波診断器であるSonoSiteがローンチされた

背景

• SonoSiteについての研究は、米国防衛省が、戦場で外傷
の患者のそばに持ち運ぶことができる超音波装置を作るとい
うミッションのもとに、ATL Ultrasound社にDARPAから資
金提供をうけたことによって始まった。

民間への転用後の展開

• 上記目的を踏まえ、10年以上の専門研究が必要で
あった。これらの研究の成果となったのが、ポータブルの超
音波診断器であるSonoSite180（1998年）である。

• 開業当初から、SonoSiteは製品ラインナップの充実、
教育プログラム、超音波における多くのメリットに関する
啓発等を行うことで、Point-of-care超音波市場を定
義づけしたのみならず、最も採用され、検討される超音
波診断ブランドとなった。

• 2012年に富士フィルムの子会社となり、2017年には、
世界で100,000台目のシステム販売を行った。

DARPAにより生み出された医療・介護領域の製品・サービスの事例

Sonosite



９： 研究開発戦略の在り方



健康・医療・介護分野におけるインテリジェンス機能強化の重要性

 本WGの議論の通り、先端技術が溶け込んだ社会像からバックキャストすることで、我が
国にとって重要な領域を抽出した上で、中長期の計画を策定していくことが必要。このよ
うな計画の策定・アップデートや、それに基づく研究開発/実証プロジェクトの組成を行うに
あたっては、国内外の最新の技術・市場・政策動向に関する知見を有したインテリジェ
ンス機能の強化が必要。

 インテリジェンス機能強化の検討にあたっては、本WGの議論や海外機関の取組を踏ま
え、以下のような役割をもったものであるべき。
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 医療・介護にとどまらず、広
範な技術領域に関する知
見を有する。

 技術のみならず、制度やヘ
ルスケアエコシステム等の
グローバルトレンドについて
の知見を有する。

 将来大きな市場を創出し
うる有望な技術領域を他
国に先駆けて特定し、リ
ソースを重点的に配分。

「インテリジェンス」のスコープ官のリソース配分への反映

 テクノロジーの進展・実装
等の予見可能性を高め、
民間の投資・イノベーショ
ンを誘発。

民のイノベーションへの展開

インテリジェンス機能強化に必要な要素



１０： （参考）海外のファンディング機関のイノベーティブな
テクノロジーへの投資状況と体制



ポイント

米NIHにおいても、英NIHRにおいても、イノベーティブなテクノロジーにファンディングする
るStructure（プログラム）、Process（選定プロセス）、Outcome（結果）が揃っている

• 英NIHRでは、Invention for Innovation(i4i)と呼ばれるファンディングプログラム、米NIHも省庁を超えて行われているSBIR、STTRと呼
ばれるプログラムのNIH版であるNIH SBIR、NIH STTRと呼ばれるファンディングプログラムが殆どのIC（Institutes/Centers）にあり、こ
れらのファンディングプログラムは、イノベーティブなテクノロジーを評価するという特徴を持ったプログラムとなっている。

• プログラムに加えて選定プロセスも、技術的ポテンシャルはもとより、商業的ポテンシャルについても採択評価時に評価しているなど特
徴的である。

• これらプログラムからは、米国においても、英国においても、Games for Healthなど、必ずしも従来型とは言い難いイノベーティブな研究
が採択されており、これらは、特徴的なプログラム内容や選定プロセスによるものであると思料される。
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NIHRによるFunding Programの一覧

NIHRの中には、イノベーティブな医療テクノロジーにファンディングを行うInvention for 

Innovation (i4i) と呼ばれるプログラムがある

プログラム名 内容

Efficacy and Mechanism 

Evaluation (EME)

全臨床試験と臨床効果のエビデンスのギャップを埋めるため、NIHRとMedical Research Council (MRC) の共
同プログラムに対して、資金提供を行う

Health Services and Delivery 

Research (HS& DR)

医療健康サービスの質やアクセスに関する研究に対して、資金提供を行う

Health Technology Assessment 

(HTA)
治療や検査を含む幅広い医療福祉サービスが患者や医療関係者にもたらす臨床的な効果やコスト効率に関す
る研究に対して、資金提供を行う

Invention for Innovation (i4i) 将来的にNHSで実用できる可能性が高いイノベーティブな医療テクノロジーにフォーカス。イノベーティブなテクノ
ロジーに必要な研究・開発プロジェクト（前臨床段階、臨床段階）に対して、資金提供を行う

Programme Grants for Applied 

Research (PGfAR)

比較的近い将来（プログラム終了から3～5年以内）実用可能で、医療の安全性、質、提供等の改善につながる
研究に対して、資金提供を行う

Public Health Research (PHR) 国民の健康を改善し、ヘルスケアサービスへの不平等を減らす事を目的とした非NHSサービスに関する研究に
対して、資金提供を行う

Research for Patient Benefit 

(RfPB)

患者や国民が受けるNHSサービスの改善のため、様々な課題についての研究に対して資金提供を行う

Systematic Reviews (SR) 各研究のエビデンスの中から質の高い研究データを取りまとめ、分析を行うSystematic review に対して資金提
供を行う

Policy Research Programme

(PRP)
保健省等、政策提言を行う政府機関に提供するエビデンスや、政策の効果等に関する研究に対して、資金提供
を行う

出所： NIHRホームページを基に作成
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Invention for Innovation (i4i) 概要

Invention for Innovation (i4i)プログラムの中には、以下のように3つの領域があり、それ
ぞれ違った視点からイノベーティブな課題を採択している

領域 Product Development Awards （PDA） i4i Connect Challenge Awards

内容 • 橋渡し研究やテクノロジー製品開発の全て
の段階（基礎/実験、認証取得等）で資金援
助を行う

• 新しいテクノロジー実用化に向けたトレーニ
ングに対しても資金援助を行う

• 中小企業が製品開発の資
金援助を必要とし、PDA申

請や他の研究補助金申請
をするために必要な研究を
する際に資金援助を行う

• ヘルスケア分野における既存の課題や、新しく課題に
なった領域に対してイノベーションを活用した解決法
を提案するプロジェクトに対し資金援助を行う

• 特に、CE-markingを取得したばかりの製品が医療現

場で実用されるために必要なエビデンスに関する研
究に対して資金援助を行う

申請
条件

• NHS/大学/中小企業の最低2機関が参加し
たプロジェクト

• 本拠地が英国登録されている組織がプロ
ジェクトリーダー

• 臨床現場で使用可能なテクノロジー
• ヘルスケア現場でのインパクトが期待できる
プロジェクト

• 概念実証データ提供

• 従業員250人以下で、年間
売り上げ€50million以下の
中小企業限定

• 本拠地が英国登録されて
いる組織がプロジェクト
リーダー

• 中小企業/NHS/医療サービス提供者/大学の最低２機
関が参加したプロジェクト

• NHSかNHSサービス提供業者の少なくとも１機関と
共同で行う研究

• 本拠地が英国登録されている組織がプロジェクトリー
ダー

• First-in-man実験か臨床実験
• 概念実証データ提供

金額 • 上限なし • £50,000-150,000 • 上限なし

期間 • 最長3年間 • 6~12か月間 • 制限なし

審査・
評価
基準

以下の項目において10段階評価で点数が計算され、委員会メンバーの点数の平均点で決定（1-4:不採択, 5-7:採択可能, 8-10:採択）
• 申請者チームの研究テーマにおける専門性の高さや研究実績
• 研究テーマの臨床現場やNHSにおける重要性
• 研究が高い生産性や幅広い患者や国民へのインパクトをあたえる可能性
• 価格に対する価値（Value for money）

審査
プロセス

• Stage 1：審査委員会が書類審査を行い、選抜候補リストを選定
• Stage 2：ピアレビューと一般公開プレゼンテーション、非公開のパネルディスカッションにより選定

• 公開プレゼンテーション（10分）+公開質疑応答（15-20分）+非公開パネルディスカッション（20-25分）

出所：NIHRファンディングページ、I4iガイダンスを基に作成
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i4i審査員会概要

Invention for Innovation (i4i) 委員会のメンバーは、幅広いメンバーで構成されており、そ
れぞれの役割が明確にされている

メンバー 議長 プログラムディレク
ター

事務局 i4iチーム 患者・国民代表 （PPI）

役割 • 選定プロセスの監督
• 選定会議の議長
• 全ての委員会メンバーの意
見を意思決定プロセスに反
映

• プログラムディレクタ―と協
力して首尾一貫したプログラ
ム構築

• i4iプログラム大使として活動
• Challenge Awardのテーマ
選定に際して助言

• 委員会会議や選
定会議出席

• i4iプログラム全体
の方針提言

• プログラム宣伝

• プログラムのテーマ
のスコーピング

• プログラム運営のレ
ビューや改善

• 委員会メンバーの
マネージメント

• ガイドラインに沿っ
て申請書の評価

• 委員会会議や選
定会議出席

• 申請書に提案さ
れている製品等
の背景や技術情
報の提供

• 事務手続き支援

• Patient and Public

Involvement (PPI)の知
識や経験を共有

• 患者や国民の視点での
プロジェクト評価を提供

任命プロセス • プログラムディレクターの推
薦を受けて、保健省が任命

• 保健省が任命 • NIHR Central

Commissioning 

Facility従業員

• 公募からNIHR

Central

Commissioning 

Facility が任命

• INVOLVEという組織に
登録しているPPIメン
バーから選出される。

• 議長やプログラムディレ
クターの推薦をうけて、
保健省が任命

出所：i4iガイダンスページを基に作成
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i4i Award Winnerのi4iに対する認識（インタビューより）

Awardを受けた人も、 Invention for Innovation (i4i)が他のプログラムとの違ったユニーク
なものであると認識している

出所：Marjanovic, Sonja, Joachim Krapels, Sonia Sousa, Sophie Castle-Clarke, Veronika Horvath, and Joanna Chataway, The NIHR Invention for Innovation (i4i) programme: A 

review of progress and contributions to innovation in healthcare technologies. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2015.を基に作成

i4i プログラムはアーリーステージイノベーションの“死の谷”を埋めるものである。 プログラムは、イ

ノベーターが更なる開発や商業化に進む為のサポートを行うものであり、結果として、次の段階の

ファンディングに繋げることをめざしている。

アーリーステージの
死の谷への対応

i4iは、イギリスの医療機器、メディカルテクノロジーにおハイリスクアーリーイノベーションにファン

ディングする、稀なファンダーであると広く認識されている。インタビューイーによると、幅広いテーマ

や医療領域を受け入れること、比較的官僚的なプロセスでないことなどがあげられる。.

ハイリスク、斬新な
アイデアの受け入れ

I4iにおける出願から選定のプロセスは、提案書の改善を促すものである。その理由としては、科学

的なフィードバックと同時にビジネスに関係するアドバイスをその過程で提供するからである。 I4iの

事務局が、プロジェクト全体を見渡し、必要に応じてアドバイスを提供する。 “私はi4iのサポートに

とても感銘を受けました。私達はi4iが期待する事業化プランに質問がありました。彼らはすぐに返

事をくれ、私達のすべてのボードミーティングにも参加し、必要となる良い提案をしてくれました。”：

インタビュー対象者からのコメント。

サイエンスとビジネスの
双方からのレビュー
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Invention for Innovation (i4i) 採択プログラム例

Invention for Innovation (i4i)採択により、骨折や脊髄損傷の予防につながる見過ごされ
がちな自覚症状のない骨粗鬆症をAIを用いて画像診断できるソフトウェアが開発できた

出所： NIHR i4iページならびに、マンチェスター大学HP、NIHRアニュアルレポート、Sarissa Biomedical Ltd ホームページを基に作成

“SMARTChip”

開発組織 • University Hospitals Coventry

• Aston university

• Warwickshire NHS Trust

• Sarissa Biomedical Ltd

獲得資金 • i4i（3年で£575,000）
• Innovate UK (Small business Research 

Initiative Phase 2＆Knowledge Transfer 

Partnerships)

製品内容 • Finger Prickで採取した血液サンプルで、脳卒中
で増加する血中のプリン体を計る

使用が想定さ
れる医療現場

• 救急病棟での使用

• アルゴリズム（顔、腕、スピーチ、時間）で脳卒中
が疑われる患者に対してパラメディックが使用

従来の機器
との違い

• 従来の診断器具と異なり、数分で診断結果がで
るため、迅速な診断が可能になった

• 従来の設置型のデバイスと異なり、持ち運び可能
になった為、緊急を要する医療現場（救急車等）
で使用することが可能になった

• 類似した症状と脳卒中を区別する事が可能に
なった

インパクト • 脳卒中にかかるNHSの資材や医療費を年間
£25million削減

• 早期診断により合併症や後遺症のリスク軽減

“STOpFrac”

開発組織 • Optasia Medical Ltd

• The University of Manchester

• Central Manchester University Hospitals (NHS

Trust)

獲得資金 • Wellcome Trust （Health Innovation Challenge 

Fund）
• i4i 

製品内容 • AIを使用した画像上で骨粗鬆症を自動診断する
ソフトウェア

使用が想定さ
れる医療現場

• 開発進行中

従来の機器と
の違い

• 従来の画像テクノロジーで骨粗鬆症を認知するこ
とはできたが、医療従事者が目で見て画像診断
する必要があった

• そのため、症状がない場合、画像上の異常は見
過ごされる事が多かった

• 従来の機器と異なり、痛みなどの症状が出る前
の骨粗鬆症による脊髄損傷をソフトウェアが自動
判断するため、医療従事者が見過ごした損傷部
位等の画像を感知し報告できるようになった

インパクト • 今まで画像診断で見落とされがちだった骨粗鬆
症が自動診断できることで、骨折や脊髄損傷等を
防ぐ事ができるようになった
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NIHRのInvention for Innovation (i4i)プログラムでは、Games for HealthやDigital

Health領域など、幅広いテーマが採択されている

Invention for Innovation (i4i) 採択プログラム例： Digital Health/ Games for Health領域

出所：NIHRホームページを基に作成
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米国では、中小企業からのイノベーションを支援する施策としてSBIRとSTTRプログラムを
展開しており、HHS、NIHも参加している

米国SBIRとSTTRプログラムの概要

出所：西澤昭夫（2016）「日本版SBIRの再生に向けて」、JSTレポート（2013）「NIHを中心にみる米国のライフサイエンス・臨床医学研究開発動向」を基に作成

プログラム Small Business Innovative Research (SBIR) Small Business Technology Transfer (STTR)

目的 • 市場化見込みのある中小企業の連邦研究開発参加の支援
• 既存産業に代わる破壊的技術（disruptive technology）の研究・
開発・商業化を通じたイノベーションの創出

• 市場化見込みのある中小企業と米国研究開発機関（大学・
非営利団体・連邦研究機関）との共同研究実施の支援

参加機関 • 国防総省(DOD)

• 保健福祉省 (HHS)

NIH:https://sbir.nih.gov/

• エネルギー省 (DOE)

• 航空宇宙局 (NASA)

• 全米科学財団 (NSF)

国土安全保障省 (DHS)

農務省(DA)

商務省 (DOC)

教育省 (ED)

環境保全庁(EPA)

運輸省(DOT)

• 国防総省(DOD)

• 保健福祉省 (HHS)

NIH:https://sbir.nih.gov/

• エネルギー省 (DOE)

• 航空宇宙局 (NASA)

• 全米科学財団 (NSF)

実施フェーズ • Phase1:実現可能性調査(最長6か月)

• Phase 2:研究開発(最長12か月)

• Phase 3:SBIRで開発された製品の商業化にむけた試験と評価

• Phase1:実現可能性調査(最長12か月)

• Phase 2:研究開発(最長24か月)

• Phase 3:商業化にむけた試験と評価

申請資格 • アメリカを本拠地とする営利目的の企業
• 少なくとも資本の51%がアメリカ国籍か特別永住権を有する個人
によって所有されている企業

• 共同事業の場合は、参加企業の1つの少なくとも51％の資本をア
メリカ国籍や永住権を有する個人が所有する企業

• 関連企業含め従業員500名以下（phase 1.2適用）
• 主任研究者（PI）が企業内で第一次雇用された個人

• アメリカを本拠地とする営利目的の企業
• 少なくとも資本の51%がアメリカ国籍か特別永住権を有する
個人によって所有されている企業

• 関連企業含め従業員500名以下（phase 1.2適用）
• 企業が研究開発の少なくとも40%、主要共同研究機関が

30%を実施
• 企業と共同研究機関は、研究開発成果の市場化に向けて、
知的所有権に関する取り決めを実施
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NIH SBIR/ NIH STTRプログラムでは、NIHからのGames for HealthやDigital Health領
域など、幅広いテーマが採択されている

NIH SBIRとNIH STTRにおける特徴

出所：NIHホームページ、Baranowski T, Blumberg F, Gao Z, et al. Getting Research on Games for Health Funded. Games Health J. 2017;6(1):1-8.を基に作成

NIH SBIRとNIH STTRプログラムは、NIHのミッション

に合致した、健康を増進し、命を救うためのイノベー

ティブなテクノロジーを作りつつあるライフサイエンス

／ヘルスケア企業に、2018年の1年間で10憶ドル以

上を投下した。

巨額の投資

“SBIR fundingへの応募は、小企業に限られる。この

ことが小さなゲーム会社にとって、SBIR fundingが

（Games for Healthの）資金を得る大きな資金源と

なっている”

従来型企業以外にも門戸

NIHは27のInstitutesとCentersを有しているが、このう

ちの24がSBIRとSTTRプログラムを有している。

NIH内の殆どのInstitutesとCentersをカバー

NIHは、Dual Peer Review制度というしっかりとしたレ

ビュー制度を、本当にメリットがある科学的なプロポー

ザルが選ばれるよう有している。 加えて、SBIR/STTR

におけるアプリケーションの場合は、技術の商業化の

可能性も、レビュープロセスの中で評価される。

技術面のみならず、商業面のポテンシャルも評価
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NIH SBIRプログラムを通して、NIHからの資金提供により、食道閉鎖症に苦しむ新生児の
治療のための食道インプラントを開発している

出所：Biostageホームページ､Tiralsitenewsホームページを基に作成

“Cellspan Esophageal Implants”概要

項目 内容

開発組織 • Biostage

• Connecticut Children’s Medical Center 

獲得資金 • $1.1M（SBIR Phase 2）

製品内容 • 食道閉鎖症にかかっている新生児用の食道インプラント

使用が想定される医療現場 • 食道の上側が、食道・胃の下側につながっていない場合

従来の機器
との違い

• 疑似の食道を作るために、胃や腸を用いる必要がなくなった
• 合併症が減り、手術後の罹患率が改善した
• 手術に適していない患者でも使用することができる
• 入院期間の短縮と罹患率の減少を通して、コストを下げる

インパクト • アメリカにいる約16,910人の食道ガンに苦しむ新生児の状態を改善できる可能性がある
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領域 認定機関 SBIR/STTR フェーズ 認定時期 概要

Games for health NIH SBIR Phase Ⅱ 2017 精神疾患の方のためのオンラインロールプレイングゲーム

Games for health NIH SBIR PhaseⅠ 2017 アルツハイマー病や認知症の方を対象とした治療管理のためのロボットイン
ターフェース（ゲームを含む）

Games for health - SBIR PhaseⅠ 2016 認知症治療のための知的、感情的、知覚的な社会的支援ロボット（ゲーム
を含む）

Games for health - SBIR Phase Ⅱ 2018 薬物乱用の影響を受けた地方の若者の治療のためのゲーム

Games for health NIH SBIR Phase Ⅰ 2014 小児の不安軽減のためのビデオゲーム

Games for health NIH SBIR PhaseⅠ 2017 オピオイド使用障害者を対象としたゲーム

Games for health NIH SBIR Phase Ⅱ 2017 視覚療法のためのNaturalistic D コンピュータゲーム

Digital Health NIH SBIR PhaseⅠ 2017 並列寄生虫症発見のためのデジタル血清学

Digital Health NIH SBIR PhaseⅠ 2016 微細金型によるデジタル核酸検査プラットフォーム

Digital Health NIH SBIR Phase Ⅱ 2017 デジタルPCRのための自己デジタル化マイクロ流体プラットフォーム

Digital Health NIH STTR PhaseⅠ 2017 農業教育のためのSTEM相互デジタル技術

Digital Health NIH STTR PhaseⅠ 2017 インタラクティブでデジタルな公衆衛生と疫学の学習

Digital Health NIH STTR Phase Ⅱ 2017 青少年のHIV検査に係るカウンセリングと予防を促進するためのいつでもで

きるデジタルの介入

NIH SBIR/STTRプログラムでは、NIHからのGames for HealthやDigital Health領域など、
幅広いテーマが採択されている

NIH SBIR/NIH STTR採択プログラム例： Digital Health/ Games for Health領域

出所：SBIRホームページを基に作成
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