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1 第二公共事業本部の取り組み方針

デジタルヘルスケア ソリューションビジネスの
展開を通じて、
「健康長寿社会と安心安全な暮らしの
実現」に IT で貢献する
NTT データ第二公共事業本部は、公共系のミッションクリティカルな社会基盤システムの提供を通じて、広く社会へ貢
献する事業活動を行っている。特にヘルスケア領域では、デジタル技術を活用したソリューションビジネスの展開へ注力
している。

改革」等の政策により、医療等分野

第二公共事業本部の
事業運営方針

の IT 化加速及び医療情報利活用の
機運が一層高まってきている。また、

第二公共事業本部は、「健康長寿

医療における「働き方改革」の実現

社会と安心安全な暮らしの実現」に

に向け、業務効率化・高度化に資す

IT で貢献することをビジョンとし

るデジタル技術の活用が急速に進ん

て、人の暮らしや生活に密接な年金、

でいる。このようなマーケットの変

労働、及びヘルスケア等の社会保障

化をビジネスチャンスと捉え、これ

分野における IT サービスの提供に

まで培ってきた既存ビジネスの業

取り組んでいる。

務ノウハウや蓄積した膨大なデータ

当本部のビジネスを取り巻く環境

へ AI 等デジタル技術を掛け合わせ

においては、政府動向として「デジ

て、トラディショナル領域のデジタ

タルガバメント実行計画」に代表さ

ル化及び、新たなデジタルサービス・

れる行政サービスのデジタル化に加

ソリューションの創出に取り組んで

え、2018 年 5 月に施行された「次

いく。
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第二公共事業本部の事業運営方針

Digital
Focus
Areas

診の「健康」領域、検査・診
断・治療の「医療」領域、予
後・介護の「介護」領域と、
「公
的医療保険」の計４領域に
分類できる。
ま ず「 健 康 」 領 域 に お い
ては、社会環境の変化や少
子高齢化の進展に伴い、日
本人の疾患傾向が急性から
慢性へと変化してきている
ことから、生活習慣病予防
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2020 Vol.57 No.5

利用者

医療分野におけるデジタル技術を活用しうる業務領域
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①医療業務の高度化・効率化に向けた
デジタルソリューション創出

フィールドを有する先導顧客との協業により、
業務効率化ソリューションを創出。

各業務から生み出されるデータ
②医療関連企業向け
デジタルサービスの創出

医療関連
企業

NTTGや他業種企業
（先導顧客）
と連携しながら、データ利活用のため
の基盤構築や、データ利活用による
デジタルサービスを創出。
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や健康増進のニーズが高まってい

には、改めて ICT の活用が有効で

ションを開発、現在効果を実証中で

る。次に「医療」領域においては、

あり、その適用範囲は益々拡がると

早期の商用化を目指している。

前述の医療における「働き方改革」

考えられる。

において、医療従事者に対する時間

また、医療サービスから生み出さ

新規デジタルヘルスケアサー
ビスの創出

外労働の上限規制適用が 2024 年 4
月を期限として実現が求められてい
る。
「介護」領域においては、要介

急速に技術開発が進んでいる AI、

れる各種データを、既定の法制度下
でセキュリティ対策や個人情報保護
等を適切に行った上で活用できる仕
組みの構築に取り組んでいる。人間

護者の急速な増大と介護人材不足に

IoT 等のデジタル技術を活用し、
「健

ドックや健診データの管理を行う

対し、介護サービスの質の向上と業

康」、「医療」、「介護」領域における

「ヘルスデータバンク」や、医療機

務改善が急務となっている。そして

新規デジタルヘルスケアサービスの

関と検査機関間をセキュアに結び、

創出に取り組んでいる。

デジタルでの検査データ交換を実現

「公的医療保険」領域においては、
マイナンバーカードの保険証利用と

医療現場における「働き方改革」

する「L-AXeS 」など、データ活用

オンライン資格確認が 2021 年 3 月

の要請に加え、技術の進展による医

のための基盤構築や新たなサービス

に始まるなど、仕組みの変化が加速

療サービス自体の高度化に資するた

の創出を、NTT、NTT データグルー

してきている。

め、フィールドを有する先導顧客群

プ各社と協力し、先導的な医療関連

このようなヘルスケア分野の各領

との協業により、AI を活用した業務

企業と共創していく。また「介護」

域における変化への対応と課題解決

効率化・高度化を実現するソリュー

領域では、介護従事者の負荷軽減を
可能とする見守りサービス

健康

医療
検査・診断・治療

予防・健診

予後・介護

約8,500病院
約8,500病院
約100,000
100,000診療所
約100,000診療所
約69,000
69,000歯科
約69,000歯科
約58,000
58,000薬局
約58,000薬局

企業・保険者
デジタルヘルスケアにおける注力領域
医療機関
（対組織）
約430万企業

データ駆動型社会の実現
救急医療
による事業展開

健康サービス企業
（対個人）

約3,800企業

医療関連企業

（製薬、医療部材・機器他）

デジタル導入
約380万事業所
に向けた
仕掛けづくり

介護事業者

47都道府県

約3,400
保険者

【凡例】
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リハビリテーション領域への
応用を検討しており、適用範
囲の拡大を目論んでいる。

ションも含め、次頁以降で代

保険者
自治体
SI事業を軸としたデジタル化推進
支払基金、中央会、
47都道府県

護現場への展開加速とともに

本 章 で 言 及 し たソリュー

約4,600企業

データ活用

公的医療保険
審査支払機関

「エルミーゴ 」を開発、介

介護

患者が辿るプロセス

47都道府県、
約1,700市区町村

表的なソリューションの詳細
と取り組みを紹介する。

XXX 主なステークホルダーとその顧客数

ヘルスケア分野における事業領域と事業展開
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