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サービスをNTTグループとして展

開している（図１参照）。また2012

年には、これまで医療機関内等でし

か認められていなかった診療録の管

理場所が民間企業でも可能となり、

事実上、医療分野でもクラウドコン

ピューティングでの運用が認められ

た。これに伴い、東日本大震災での

教訓を踏まえて、大規模災害でもデ

ータを確保でき、コスト面、システ

ムの運用面やセキュリティ面で手間

がかからないといった利点を活かす

ことができるようになり、従来の

SIでの推進と共に、NTTの強みで

あるネットワークやプラットフォー

ムをベースとした「つなぐ ICT化」

へシフト・強化され、情報流通を中

心に、ICTによる医療の効率化と質

の向上を目指した新しいサービスの

立ち上げを実施してきた。

具体的には、2011年に政府から出

された「新たな情報通信技戦略」の

医療分野の取組重点施策を踏まえた、

「（1）医療情報連携サービスへの取組

み」として、複数の医療機関で発生

した個人の診療記録（＝電子カルテ

のほぼ全ての情報）を生涯にわたっ

て統合して記録し、複数の医療機関

等で共有する仕組みである EHR

（Electronic Health Record）や、個人

の生活の質の維持・向上を目的に、

生涯にわたり健康情報を蓄積し、自

ら管理できるPHR（Personal Health

Record）などを統合した医療情報連

携基盤を研究所で開発。NTTグルー

プ各社では、NTT東日本による宮城

県の復興事業としての地域医療連携

システムをはじめ、NTTデータによ

る埼玉県の利根地域での医療連携な

どの国プロ案件や、他いくつかの案

件で地域医療情報連携基盤の構築を

実施し、実績を積んできた。医療情

報連携基盤の活用は、このように地

域の医療情報を共有化して医療の効

率化や患者にとってより品質の高い

診療につなげることだけではない。

NTT西日本では、専門スキルを有す

る医療ベンダーやサービス事業者と

の協業により、医用画像データのク

ラウド基盤として新たな医療情報連

携の展開を実施し、既に複数の病院

業務上、医療関係や関連の企業の

皆様とお会いする機会があります

が、未だに「NTTで医療・健康関

連の取り組みをやられているんです

か？」と言われることがある。やは

り電話・フレッツやドコモ携帯など

の通信・インフラのイメージが強い

のか、医療関連のICTがまだまだ進

展していないためピンとこないの

か、医療の ITというと電子カルテ

を想像して、「これは○○メーカー

だな」と思われるのか。どちらにし

ても、歴史はあり何年も取り組んで

きてはいるものの、まだまだ知名度

は低いようだ。

NTTの医療・健康分野への取り

組みは、1990年代、政府の施策展

開に合わせ、カルテの電子化やCT、

MRI画像のフィルムレス化など病

院向けのSI（システムインテグレ

ーション）としての推進を中心に開

始された。現在では、病院内の情報

連携のための電子カルテをはじめ、

診断・治療・ケア支援などのフロン

ト系業務システムや請求・支払など

のバックヤード系会計システム、ヘ

ルスケア関連のサービスに至るま

で、およそ 50種類のプロダクトや

日本の医療を取り巻く危機的な社会的課題を
解決するためのICTビジネスへの取り組み
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で利用されている。

また、今後益々増加する高齢化と、

これに伴う医療リソース不足な環境

化では、在宅医療の必要性がより一

層高まっていくと考えられる。これ

に必要な「（2）遠隔・在宅医療サー

ビスへの取組み」として、特に在宅

医療分野において日本有数の先進病

院である千葉県鴨川市の医療法人鉄

蕉会 亀田総合病院と、NTT、NTT

東日本、NTTドコモで連携を図り、

2012年２月から「遠隔医療共同実

証トライアル」を実施してきた。本

トライアルでは、ICTを活用した在

宅医療モデルの有効性評価を目的

に、亀田総合病院を中心に介護サー

ビス施設（3ヶ所）、調剤薬局（１

ヶ所）と在宅患者131名に参加いた

だき、各々をブロードバンドネット

ワーク、モバイルネットワークで結

び、フレッツフォンやタブレット端

末を活用して、介護施設・患者宅等

で自動収集した各種医療バイタル情

報（血中酸素飽和度、血糖値等）と、

過去に収集して「医療健康共通基盤」

に格納された診療情報を医療従事者

がセキュアに閲覧しながら、遠方の

施設・在宅患者に対しての遠隔医療

を実現した。2012年度からは、医

療従事者や訪問薬剤師、訪問看護師、

ケアマネージャ、ホームヘルパー等

の医療から介護における多職種間に

拡大した情報連携を行い、在宅患者

のケア情報を効果的に共有し、シー

ムレスに連携することで付加価値を

付けた高品質なケアの提供を目的と

した地域全体での包括ケアを実現す

る「在宅医療・訪問介護の連携によ

るトータルケアバリューチェーンの
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図1 NTTグループの主な医療健康ICTサービス
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利用され、「明日はもっと歩こう」な

どの住民の健康意識の向上や、血圧や

体重の低下などの健康状態の改善が確

認できることから、「なくてはならな

い生涯必需品」になろうとしている。

以上のようなNTTの医療・健康

分野サービスの下支えとして、

NTT研究所の技術がある。

医療情報連携基盤においては、複

数の医療機関間で情報流通を行う

際、医療機関毎に異なる患者 IDを

共通化することなく名寄せし情報連

携が効率的かつ安全に実現可能とな

るため、ID体系が異なる医療機関

間で不正な名寄せを防ぎつつセキュ

アに ID連携を行うための標準仕様

であるSAML.2.0や、各医療機関で

分散管理されている医療情報を本人

同意に基づき情報流通を行うための

標準仕様である ID-WSF2.0を先駆

けて採用した。これらには、異なる

ユーザー ID体系を持つ複数医療機

関間の情報流通を安全に行うための

仕組みが組み込まれており、厚労省

が準備を進めている仕様にもいち早

く対応できるなど、国が推進する医

療情報連携ネットワークの全国展開

に対しても準備が整っている。

また「シームレスな地域医療連携」

を実現させるためには、医療情報を

扱うEHRと、個人の健康情報を取

り扱うPHRとはセキュリティポリ

シが異なる連携となるため、それぞ

れの基盤毎のセキュリティポリシ・

アクセス制御ルール・用いる認証レ

ベルの違いに対応すること。加えて、

各々で用いる ID連携／情報流通プ

ロトコルをEHR・PHR連携ゲート

ウェイで情報流通要求に応じた動的

変換（SAML～OpenID、ID-WSF

～OpenID AX変換）や、必要に応

じて追加認証等も要求するEHR・

PHR連携技術を開発し、これまで

困難だったEHR～PHR間の情報流

通を実現した。このような取り組み

により、EHR基盤で管理される医

療情報とPHR基盤で蓄積される健

康情報をセキュアかつシームレスに

流通することが可能となった。現在

は、医療情報と健康情報を組み合わ

せた新しいサービスの実現の期待に

も応えられるよう、「医療健康共通

基盤」としてNTTグループが整備

を進めている。

その他、施設間文書共有・患者情

報共有、監査証跡、ノード認証に対

応するための機能である I H E

（ Integrating the Healthcare

Enterprise）やAndroid対応の医療

機器等からのデータアップロード、

PHRサービス間でのデータ交換な

どに必要な機能であるContinua

（Continua Health Alliance）への

対応により、煩わしい操作や医療機

器の制限の回避、ヘルスケア事業者

が全ての機能やサービスを自らが準

備するのではなく、他のリソースを

効率的に利用しながら事業展開する

ことも可能となるなど、各種標準仕

様へ対応もしている。

さらに、益々需要が高まる「地域

包括ケア」の実現においては、たと

えば、服薬情報は連携先医療機関で

構築に向けた実証トライアル」にも

取り組んでいる。このように、幾つ

かの共同実証トライアルや国プロへ

の参画を行ったことで、ICTを活用

した在宅医療モデルの確立から、実

用化に向けた先進的なエビデンスの

蓄積を行っている。

一方「（3）健康分野の取組み」に

おいては、生活習慣病などの慢性疾

患が増え医療費が増加していく状況

の中、病気になる前に自ら健康増進

に努め疾病予防ができる仕組みづく

りが求められている。NTTでは、お

よそ56万人の加入者を擁するNTT健

康保険組合、NTT東日本関東病院と

連携し、NTT東日本首都圏健康管理

センターの協力のもと、日々計測し

た体重、血圧、活動量のデータを、

スマートフォンなどを利用し簡単か

つ自動的にアップロードしてPHR基

盤に格納。格納したデータを活用し

た様々な健康施策アプリケーション、

たとえば、歩数ランキングの可視化

や所属部署対抗の歩数競争、個々の

状態に応じた健康プログラムにより

個人の健康増進など、行動変容を促

すための実証トライアルを、2012度

から継続して実施している。このよ

うな取り組みで得たエビデンスや効

果的な施策は、ヘルスケア事業を展

開するNTTレゾナント、ドコモヘル

スケア、NTTデータのサービスに反

映されている。また、NTT東日本で

は、前述の遠隔・在宅医療サービス

の仕組みと、この健康増進施策を掛

け合わせた仕組みの遠隔健康相談サ

ービスを展開した。本サービスは岩

手県遠野市や福島県檜枝岐村などで
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あれば全ての医師が閲覧可能にし、

稀少疾患に関する情報は連携先医療

機関といえども特定の医師にのみ開

示するなど、ユーザーとの人間関係

や医療機関、行政等での役割、組織

や情報種別毎に異なる情報開示ルー

ルに対応した柔軟な開示制御の仕組

み、開示制御の粒度についても、診

療情報全体に対してルールを設定し

た。診療情報の特定項目に対しては、

個別のルールを設定するなど、きめ

細かい制御も実現してきた。今後の

地域包括ケア連携では、医療・介護

事業者だけではなく、生活支援サー

ビスを提供する事業者など、より多

くのステークホルダーが介在して情

報共有を行うことになるので、より

厳密なアクセス制御が必要になるこ

とから、さらなる高機能化の実現を

目指している。

以上、医療情報連携基盤として必

要な機能の具備・確立ついて紹介し

たが、これ以外の研究技術の展開と

して次の３点を紹介する。

まず１点目は、NTTが通信用に開

発した電気光学結晶KTN（タンタル

酸ニオブ酸カリウム、）の製造技術と、

その結晶を用いた高速波長可変レー

ザー技術を応用し、NTTアドバンス

テクノロジが「O C T（O p t i c a l

Coherence Tomography：光干渉断層

計）」用の波長掃引光源として製品化

した医療用画像検査機器として臨床

応用が進むOCTに用いる1.3マイクロ

メートル（以下、μm）帯の波長掃

引光源を、2013年２月１日より浜松

ホトニクス㈱と共同で販売開始した。

OCTは、現在では大学などの研究

機関や基幹病院から一般のクリニッ

クにまで幅広く導入されており、中

でもレーザー光の波長を高速に変化

させることで断層像を撮影する「SS-

OCT（Swept Source OCT：波長掃

引型OCT）」は、高速に高精細画像

が得られるという特徴から今後の主

流になると期待されている。これは、

検査対象となる組織に適した波長帯

のレーザーを用いることで、眼（前

眼部や網膜）、消化器（食道や胃）、

循環器（冠動脈）など、人体の様々

な組織の診断を可能にしている。

２点目は、着るだけで心拍や心電

図を快適に計測でき、装着者・患者

の負担を減らすPEDOT-PSSとい

う導電性高分子と繊維の複合素材を

用いた、柔軟で生体にやさしいウエ

アラブル電極だ。これまでは、欧米

を中心に医療・スポーツ・ICT用に

開発が進んできたが、その多くは生

体電極に銀メッキナイロン糸を使用

していて導電性に優れてはいるが、

疎水性で硬くノイズが多いため、電

解質ペーストでぬらす必要性がある

など、装着感・連続使用に対しての

課題があった。医療用電極において

も皮膚に粘着させ密封するため、電

解質ペーストが必須になり、装着感

が悪く日常生活での連続使用が不向

きだった。NTTが開発したウエア

ラブル電極は、このような課題をク

リアし、柔軟性・生体適合性に優れ

た親水性の生体電極を実現した。不

快な電解質ペーストを用いずとも、

医療用電極に匹敵する精度で心電図

計測が行え、ユーザーの負担を減ら

して長期モニタリングを可能にした。

連続計測した心拍や心電図の変動

や、日常生活における行動、緊張、

興奮に関連する情報や心拍の変動パ

ターンから睡眠の質やストレス状態

に関連する情報が得られ、日常生活

での健康増進やスポーツ、医療診断

のサポートなど、ICTを通じた様々

なシーンへの応用を進めている。

３点目は、NTT東日本関東病院

やその他全国の先端医療機関との連

携のもと、国内の患者を対象とした

日本の臨床疫学研究推進への取り組

みによる医療の質向上への貢献だ。

臨床疫学研究では、医療機関から

の症例データや最新の治療に関する情

報等を集約・分析・活用するため、医

療データの二次利用が重要な要素にな

る。このようなことを踏まえて、

NTT東日本関東病院とは、テキスト

等の非定形データを含む大量の医療健

康情報に対して、ルールベースの言語

処理等を活用して従来人手で行ってき

た情報の選別やクレンジング、知識抽

出等の処理を自動化するメタデータマ

イニング技術の検証を進めてきた。ま

たJALSG（日本成人白血病治療共同

グループ）と共同で、臨床研究データ

を暗号化したまま統計処理を行い、安

全かつ効率よく計算結果を導くことが

可能な「秘密分散・計算技術」の実証

実験を昨年実施した。その性能は、実

用化に即した速度が達成されており、

医療データの二次利用に関する制度面

での整備にも貢献していく。これら取

り組みを通して今後の医療・健康デー

タの活用ビジネス展開の足ががりにし

ていく考えだ。
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それに加えて、提供するサービス・

プロダクトは幅広く、医療機関・介

護施設、保険者、医薬品関連、企

業・団体・個人ユーザーなど、あら

ゆるお客様の要求に合わせて、ネッ

トワーク・基盤・業務システム・外

部連携システム・アプリケーショ

ン／コンテンツなどを柔軟に組み合

わせて提供することが可能だ。

本稿では、医療情報連携基盤を軸

とした地域医療連携システムのグル

ープ連携による垂直統合型サービス

事例、その基盤を担う利用者認証基

盤、医療クラウドやヘルスケアビジ

ネス、医療情報解析など、7つの事

業会社でのビジネスについて紹介し

た。是非、パートナー選びにおいて

は、NTTグループを宜しくお願い

したい。

これまでNTTグループでは、医

療情報流通ビジネスの立ち上げを目

的とし「つなぐ ICT化」に向けて、

医療健康情報の流通を軸に、国の事

このようにNTTグループでは、

サービス・プロダクトの提供とそれ

に使われる機能・要素技術に関して

は、研究所で培った研究開発技術が

利用されており、基盤からミドルウ

ェア、その上に載るアプリケーショ

ンやサービスを開発するためフレー

ムワークと豊富なテンプレート機能

を利用できる「開発環境」までをグ

ループ連携によって実現している。
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本格的に促進させる必要機能の整備 

危機迫る状況を打破するための国の動向変化とこれまでの経験で得た課題を踏まえ、 

①培った技術・ノウハウをベースとし、ICT普及を本格的に促進させるための必要機能拡充 

②しかるべき時期への備えとして、医療ICTマーケット拡大に向けた新たなＲ＆Ｄの発掘・活用と新サービス創出 

③国内での障壁を回避するためと、新たな市場形成に向けたグローバル展開 

を目指し、3つの柱に取り組む。 

 

◆弱者（高齢者＝病気患者）
中心の施策から、健常者の
健康寿命の延伸のための
施策へのシフト。（予防の
強化） 
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◆医療情報を活用すること
による新産業・新事業を創
出（IT戦略骨子） 

◆アジア、新興国中心に高齢
化、慢性疾患増大等の課
題対応に向け、医療健康
ICTに対するニーズが急激
に高まる（2050年：中国高齢
化率30％に到達） 

◆サービス利用コストの低
廉化／運用稼動の削減 

◆ユーザー継続利用、行
動変容を促すための効
果的な施策の検討 

◆柱3：制度規制が少な
く、将来有望なグロー
バルマーケットへの展
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◆柱2：将来の医療ICT
マーケットをストレッ
チできる新たなＲ＆Ｄ
の発掘・活用による新
サービス創出 

図2 今後の取り組み
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業への参画、トライアルを通じて得

た新しい技術・サービスモデルの検

証、有識者・専門機関の知見や、

NTT病院・健保のノウハウの活用

によるエビデンス蓄積を進めてき

た。今後は、次の３点について注力

していく考えだ（図２参照）。

１点目は「①医療情報連携」につ

いて。これまで医療情報連携基盤の

高セキュリティ機能に対応した認証

連携・情報流通やアクセス制御機能

に加え、グループ商材との連携機能

（API）を具備してきたことで、ユー

ザー提案・展開に必要メニューはグ

ループ各社商品（アプリケーショ

ン・ミドルウェア）が補完するかた

ちで整備を進めてきた。今年の６月

にはIT総合戦略本部からの世界最先

端IT国家創造宣言により、効果的・

効率的で高品質な医療・介護サービ

スの展開として、「地域を超えた国民

への医療サービス提供等を可能とす

る医療情報利活用基盤の構築を目指

し、医療情報連携ネットワークにつ

いて、データやシステム仕様の標準

化、運用ルールの検討やシステム関

連コストの大幅な低廉化等による費

用対効果の向上を図りつつ、2018年

度までに全国への普及・展開を図る」

と発表された。しかし、現状はSI中

心の導入であり、まだまだコスト高

で単一的な展開だ。地域医療連携シ

ステムの導入単位である二次医療圏

における運営主体の地域協議会が設

定している運用費を目標価格とした

システムコストの低減、並びに利用

者導入負荷軽減と事業者運用稼働削

減のためのクラウド化によって、利

用への障壁とならない価格の実現を

目指して検討を進めている。

また、急激に増加する高齢者を中

心とした在宅患者を更に高い品質で

支えるためには、医療、介護に加え、

健康・予防や生活支援関連を含めた

一気通貫の情報連携によるケアが有

効であることもわかってきた。この

ため、行政や生活支援を含めた多く

のステークホルダー間での情報連携

が必須となることから、今までにな

い新たな情報連携パターンや情報閲

覧制御などの高度なアクセス制御の

仕組みの実現、運用ノウハウの蓄積

も必要だと考えている。

２点目は、将来の医療ICTマーケ

ットをストレッチできる新たなR&D

の発掘・活用による新サービス創出

としての「②医療情報活用手法の確

立と適用サービス創出」だ。医療健

康情報等を利活用するためのデータ

収集（情報クレンジング技術・新た

なデバイス）・解析（機械学習等の

情報分析技術）・開示制御・フィー

ドバック機能の確立と、ノウハウや

ナレッジの獲得、情報利活用に必要

な研究所の技術である秘密分散計算

など、セキュリティ技術の適用マー

ケットの創出を進めていく。

例としては、ヘルスケアサービス

における健康増進・予防施策におい

て健康行動をしないと言われる７割

の人を行動変容させ、健康増進施策

に参加、継続させるための気づきや

楽しみ、インセンティブを得られる

施策の検討・検証を進めてきたが、

慢性疾患予備群向けの画期的なキラ

ーコンテンツやノウハウはまだ確立

できてはいない。但し、行動変容を

促す１つの手段として、地域や職場

等のコミュニティの活用は有効であ

り、保健組合や民間企業、自治体等

の事業者をメインターゲットと捉

え、組織ぐるみでの健康管理や医療

費削減施策が必要ということもわか

ってきている。今後は、蓄積してき

たバイタルデータや健診データ等に

基づいた個々人に応じたアルゴリズ

ムを開発し、行動変容を促す機能の

サービスへの反映などを進めてい

く。同様に、バイタルデータや診療

データを基にした新人医師のノウハ

ウサポートや、医療リソース不足を

解消するための医療診断支援サービ

スの検討についても進めていく。

そして３点目としては、新たな市

場形成と日本が先駆けて作り出した

技術の輸出を目的とした「③遠隔・

在宅診療サービスのグローバル展開」

を目指していく。国や地域毎のニー

ズに合わせたターゲット国選定と、

ターゲットに合わせたプロダクトの

カスタマイズを進めながら、省庁や

団体等と連携した標準化活動推進に

よる展開土壌作りや、グローバル拡

大したクラウドサービス、各国に拠

点を持つNTTコミュニケーションズ

やディメンジョンデータ社などとも

連携も推進していこうと考えている。

NTTは、これからも日本の医療

を取り巻く危機的状況を打破するた

めに、更なるグループ連携の強化と、

医療関連の皆様とのパートナーシッ

プにより、社会的課題に対して医療

の効率化や質の向上に貢献していく

考えだ。

19ビジネスコミュニケーション 2013 Vol.50 No.10

http://www.bcm.co.jp/

	Button2: 


