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第９回年次学術大会・モバイルヘルスシンポジウム 2015 プログラム
6 月 6 日(土)
【会場案内図】
9階

第一会場：パレアホール(10 階)

10 階

第９回年次学術大会・モバイルヘルス
シンポジウム 2015 開会式
13:00
開催挨拶水島洋(学会長/国立保健医療科学院)
大会長挨拶宇宿功位郎(大会長/熊本大学)
【モバイルヘルスシンポジウム2015】
13:30～16:30

「ウェアラブル＆IoTの先にある健康社
会の展望」～第一章～
セッションテーマ：ウェアラブル＆IoTによるバイ
タルデータのインプット

S001 Apple HealthKit / ResearchKit の
全貌と目指すヘルスケアビジネス

第二会場：会議室１(9 階)
【飯塚医療イノベーション推進会議共催
特別セッション】
13:30～16:30
0001 飯塚市における医工学連携の取り組
み
阿部 荘児郎(飯塚市経済部産学振興課)

0002 飯塚病院での医療イノベーションの
取り組み
増本 陽秀(飯塚病院イノベーション推進本部)

0003 消化管内走行カプセル

第三会場：会議室７(10 階)
セッション１：ロボット/ウェアラブルに
よる医療・介護支援
14:50～16:10
1111 ウェアラブルデバイスを用いた腹腔鏡
手術手技定量評価の試み

林 信行(ＩＴジャーナリスト)

伊藤 高廣(九州工業大学)

西原佑一(国立病院機構東京医療センター外科)

S002 ITヘルスケア普及のための改正薬
事法(医薬品・医療機器法)と改正個人情
報保護法～人を対象とする医学系研究に関す

0004 TRIART による医工連携モデルでの
遠隔医療支援システム構築について

1112 三次元実体型腹腔シミュレーターとス
マートデバイスを用いた内視鏡手術・ロボッ
ト支援手術定型化の試み

る倫理指針の検討と求められる情報セキュリテ
ィ～
深津 博(愛知医科大学病院医療情報部/

0005 眼底と足血流

メディカルITセキュリティフォーラム)

S003 医療・ヘルスケア情報データ収集の
先に見えてくること ～医療情報データは誰
のものか？どう活用すべきか？～
モデレータ：宇宿 功市郎
(熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部)

【一般公開市民講座】

津村 忠助(有限会社 TRIART)

磯部 陽(国立病院機構東京医療センター外科)

岡本 兼児(ソフトケア有限会社)

0006 救急業務総合支援システム(ATAS)に
よる救急隊業務時間短縮及び負担軽減効
果

1113 人型ロボットの高齢者宅への導入と利
用に関する検討事例

第四会場：会議室８(10 階)
セッション２：人体機能維持・改善と
ICT
15:10～16:30
1121 NFC 型活動量計と勤怠管理を融合
した「健康タイムカード®」による行動変容
の試み
宮川 一郎(習志野台整形外科内科)

1122 足圧分布画像を用いた足部アーチ
異常の一次スクリーニング手法
岩上 優美(電気通信大学電気通信研究科)

坂田 信裕(獨協医科大学)

1123 エアロバイク運動が認知課題処理に
与える影響

松岡 修司(飯塚地区消防本部警防課)

1114 医療機関での Wearable device の必
要性と教育

今泉 一哉(東京医療保健大学
医療保健学部医療情報学科)

0007 ICT の最新トレンド～医療現場への活
用の可能性

神崎 秀嗣(大和大学保健医療学部,
京都大学大学院医学研究科)

1124 バランス Wii ボード利用立ち上がりト
レーニングツールの提案

中山 五輪男(ソフトバンクモバイル株式会社)

16:40～18:00

S000 ロボットが寄り添う近未来の健康社会
中山 五輪男(ソフトバンクモバイル株式会社),
坂田 信裕(獨協医科大学),
羽田 卓生(アスラテック株式会社)
18:30～

交流会(鶴屋カーネーションサロンにて)

村田嘉利(岩手県立大学ソフトウェア情報学部)

【モバイルヘルスシンポジウム2015】
9:00～12:15

「ウェアラブル＆IoTの先にある健康社
会の展望」～第二章～
セッションテーマ：医療・ヘルスケアビッグデー
タの利活用サービス事例

S011 先行する海外のモバイルヘルス事例
渡辺 武友(株式会社スポルツ)

S012 App Storeヘルスケア1位獲得！あす
けんで見るヘルスケアアプリ事業の成長戦
略
天辰 次郎(株式会社ウィット)

S013 ひとりじゃないから続けられる～ヘル
スコーチがファシリテートするラーニングコミ
ュニティ～Karada Managerの新しい取り組み
秋元 直樹(ネオス株式会社)

「ウェアラブル＆IoTの先にある健康社
会の展望」～第三章～
セッションテーマ：医療・ヘルスケアビッグデー
タ＋人工知能で激変する未来の健康社会

S014 学習するシステムIBM Watsonの医
療・ヘルスケア分野への応用と今後の展望
元木 剛(日本アイ・ビー・エム株式会社)

6 月 7 日(日)

【電子情報通信学会MICT研協賛特別
セッション】
9:00～10:30

セッション３：情報共有・情報連携の
課題と解決
9:00～10:40

セッション４：ICTを用いた生体情報
収集
9:00～10:20

0011 ICTの医療，看護，介護，ヘルスケア
およびスポーツ科学への応用-ピンチをチャ
ンスに変えるには？-

1131 レセプトシステム連携ソフトによる患
者診療報告作成の試み

1141 3Dカメラを利用した表情の収集による
ストレス評価システムの開発

原 晋介(大阪市立大学大学院工学研究科)

0012 パーソナルビッグデータで睡眠を改善
する：コンシェルジュサービス介護支援エー
ジェントとその展望
髙玉 圭樹(電気通信大学大学院
情報理工学研究科総合情報学専攻)

0013 看護暗黙知の形式知化とeラーニング
真嶋 由貴恵(大阪府立大学大学院
工学研究科/現代システム科学域)

【特別企画セッション１】10:30～12:30
0101 認知症に備える啓発と早期発見への
ICT利活用
倉橋 絢也(特定非営利活動法人オレンジアクト)

0102 認知症ケアのエビデンスを「つくる」～
認知症ケア関連施設での調査研究の結果
から～
五十嵐中(東京大学大学院
薬学系研究科医薬政策学)

0103 ICTが作り出す勾配の少ないチーム医
療
中野 一司(鹿児島大学医学部
／医療法人ナカノ会ナカノ在宅医療クリニック)

0104 地域包括ケアとICT ～現状と未来～
モデレータ：髙瀬 義昌(医療法人社団至髙会
たかせクリニック)

【特別企画セッション２】14:00～15:30
0201 集合知、ビッグデータ、Health 2.0～医
師７万人のサイト運営経験から見るITとヘル
スケアの未来～
石見 陽(メドピア株式会社)

0202 医療・ヘルスケアデータの集積と提供
にITヘルスケア学会が今後果たす役割
モデレータ：水島 洋
(国立保健医療科学院研究情報支援研究センター)

閉会式

八幡 勝也(医療法人住田病院)

1132 お薬手帳を利用したがん化学療法シ
ールの評価 ファーマコカンファレンス城南
薬薬連携部会の取り組み
髙橋 郷(独立行政法人国立病院機構
東京医療センター薬剤部)

1133 地域包括ケアにおける電子お薬手帳
の可能性

今津 研太郎(熊本大学大学院
医学教育部医学教育部、有限会社TRIART)

1142 ウェアラブル脈波計を用いたリアルタ
イム睡眠段階推定システム
藤原 聖司(大阪府立大学工業高等専門学校
総合工学システム専攻)

1143 体動ノイズキャンセリング光電容積脈
波計を用いた心拍数取得の最適圧

島崎 肇(株式会社メディカルフロント)

島崎 拓則(大阪市立大学大学院工学研究科)

1134 病院前医療における12誘導心電図伝
送の有用性

1144 容量性結合電極を用いた非接触心電
図検出と人体通信の特性評価

川端下好宏(国立病院機構高崎総合医療センター)

佐久間 淳(名古屋工業大学大学院工学研究科情
報工学専攻)

1135 セキュリティの高さと低導入コストを両
立させたモバイル遠隔医療診断システム
『XMIX』の開発

セッション６：医療・ヘルスケアを支
援するシステムの開発
10:20～13:10

今津 研太郎(熊本大学大学院
1161 障害・病気・普通・特別、そこにある
医学教育部医学教育部、有限会社TRIART)

セッション５：医療・ヘルスケアをめ
ぐる法と解釈
10:50～12:10
1151 改定された「医療機関における携帯
電話等の使用に関する指針」
花田 英輔(佐賀大学大学院工学系研究科)

1152 遠隔在宅医療実現のための法制度・
運用の検討
八幡 勝也(医療法人住田病院)

1153 医療領域におけるビッグデータの利
活用と法的規制
田村 祥一(弁護士法人フェアネス法律事務所)

1154 改正薬事法による医療機器産業の発
展とその課題
中村 智広(フェアネス法律事務所)

ICTと心の関わりについての考察

高橋 宜盟(結ライフコミュニケーション研究所)

1162 独居高齢者の服薬遵守向上を目指し
たコミュニケーション型ロボットの活用
石黒 奎太朗(大阪府立大学現代システム科学域)

1163 福島県における循環器病発症登録シ
ステム構築の取り組み
中野 裕紀(福島県立医科大学医学部疫学講座)

1164 感性スタディ支援システムの開発
三輪 洋靖(産業技術総合研究所人間情報研究部門)

1165多言語医療コミュニケーションアプリとヘルス
ケア
長谷川 聡(名古屋文理大学)
1166 受信電力と信号到来時間によるインプラン
ト医療機器位置推定法の性能評価
安在 大祐(名古屋工業大学大学院工学研究科)

1167 UWB帯を用いたカプセル内視鏡動画
像伝送高速化に関する一検討
清水 悠斗(名古屋工業大学大学院工学研究科)

1168 医療機関でのHackathonの必要性
15：30

山寺 純(株式会社Eyes, JAPAN)

─ 代表理事（学会長）ご挨拶 ─

IT ヘルスケア学会 第 9 回年次学術大会に寄せて
一般社団法人 IT ヘルスケア学会 代表理事 ： 水島 洋
国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官

IT ヘルスケア学会第 9 回年次学術大会が、宇宿功市郎大会長、木暮祐一実行委員長ののもとで、学術大会
およびモバイルヘルスシンポジウムとの合同開催という形で、熊本県熊本市にて開催されます。多くの興味深い
セッションが企画されております。
私は昨年の役員改選において、第 3－4 期の会長を務められた中村肇先生に引き続き、学会長に選任いた
だきました。前身のコンピューターサイエンス学会時代からお手伝いをさせていただきましたが、学会長という重
責を担うことになりました。
今年はかねてより懸案になっておりました任意団体からの脱出をめざすため、石井留雄事務局長の並々なら
ぬ努力によって、一般社団法人化を行いまして、今回が法人化第 1 回の記念すべき大会となります。
ICT の目覚ましい発展とともに、健康医療がますます重要視されてくる中、これらの領域をまたぐこの学会の使
命は今後ますます大きなものになると考えております。
皆様のご協力の下、ますます発展させていきたいと思いますので、今後とも本学会に多くの皆様方にご参加
いただき、ヘルスケアを中心に据えつつ、医療・健康分野におけるさらなる ICT 利活用推進と、関連分野、関連
産業の発展のため、ご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

vi

─ 大会長ご挨拶 ─

医療・ヘルスケアをめぐる
ICT 利活用の様々な研究成果の集大成を!
大会長 ： 宇宿 功市郎
熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 部長・教授

超高齢少子化社会の到来を受け、健康で安全安心な生活ができる環境の実現に向け、ICT（=IT、情報通信
技術）の利活用は今後もますます重要なものとなっています。日常生活における健康管理・疾病管理は世界共
通の課題とされ、自分自身の健康状態を常に把握すると共に、そうした生体情報データを医療スタッフと共有す
ることで的確な助言が得られる環境がすでに現実のものとなっています。すでに世界では高騰する医療費を適
正化する効果があることも認められるようになりました。こうした ICT の利活用は医療機関や保険者等の経営効
率改善にも期待できます。また救急医療の分野においても、ICT を用いた迅速な情報共有の成果が救命率の
向上に寄与しています。ICT を用いることによる様々な情報の可視化によって医療行為に関わる安全性や質の
向上に期待が持たれているのです。
すでに様々な分野において、医療・ヘルスケア分野における ICT 利活用の研究・開発が進んでいるところで
すが、第９回学術大会では、こうした超高齢社会に向けた取り組み、人々の日常生活における健康管理の取り
組み、救急医療や医療施術における ICT 利活用の取り組みなど、医療・ヘルスケアをめぐる ICT 利活用の様々
な研究成果の集大成を目指したいと考えています。さらに、医療・ヘルスケア分野に応用可能な最新の ICT 利
活用環境を探るべく、情報通信、情報工学、医療情報やその活用に関わる研究者や企業関係者にもぜひ積極
的にご参加いただきたく企画を進めてまいりました。この学術大会およびシンポジウムを通じて、新たなコラボレ
ーションが生まれ、医療・ヘルスケア分野における新たな ICT 利活用の活性化に貢献できれば幸いです。

vii

─ 実行委員長ご挨拶 ─

産学官民恊働による
IT ヘルスケア社会の実現に向けて
実行委員長 ： 木暮 祐一
青森公立大学大学院経営経済学研究科地域専修 准教授

わが国では、医療・ヘルスケア分野で ICT 利活用していくためのインフラにおいて世界の中でもトップクラスの
光ブロードバンドネットワークやモバイル通信ネットワークが整った素晴らしい環境が整備されています。近年は
スマートフォンの普及により、誰でもがコンピュータに相当する機器を常に持ち歩いて利用する環境が当たり前
のこととなり、国民一人ひとりの日常生活における健康に関わる情報の収集や、健康状態に応じた情報提供が
簡単に実現できるようになりました。さらに 2015 年以降はウェアラブルコンピューティング時代の幕開けとなり、こ
れまで以上に ICT を「身につけながら」医療やヘルスケアのサービスを受動的に利用できる時代が到来しようと
しています。
こうした ICT に見守られた健康社会を実現するためには、学術関係者だけの議論では大きな前進が期待でき
ません。これまで IT ヘルスケア学会では毎年、研究成果をご発表頂く「年次学術大会」と、IT ヘルスケア関連の
最新動向を学んで頂くための「モバイルヘルスシンポジウム」の両方を開催して参りました。今回は、この年次学
術大会とモバイルヘスルシンポジウムを同時開催とし、情報通信、情報工学、医療情報やその活用に関わる研
究者、企業関係者にもぜひ積極的にご参加いただきたく企画を進めてきました。学際分野や立場を超えて共に
最新の情報を共有することで、ICT を活用した健康で安全な社会の実現を目指し、ご参加いただく皆様同士で
闊達な議論ができることを期待しております。さらに広く ICT に関わる各業態の企業関係者の皆様にも、またこう
した分野に関心を持たれる多くの市民の皆様にもご参加頂ける大会を目指しました。産学官民の恊働による IT
ヘルスケア社会の実現に向け、実りのある大会を目指していきたいと考えています。
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2015年6⽉6⽇(⼟) 16:40~18:00
【第⼀会場】パレアホール (10階)
【⼀般公開市⺠講座】
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中山 五輪男(ソフトバンクモバイル株式会社), 坂田 信裕(獨協医科大学), 羽田 卓生(アスラテック株式会社)

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

S000

【一般公開市民講座】 6 月 6 日（土） 16:40-18:00 第一会場

＜IT ヘルスケア学会 一般社団法人化記念特別講演＞

ロボットが寄り添う近未来の健康社会
いよいよ本年夏ごろから、ソフトバンクが発表した感情認識パーソナルロボット「Pepper」が発売開始されます。こうしたヒューマノ
イド（人型）ロボットが“一家に一台”一緒に暮らしている、そんな時代がまもなく現実のことになりそうです。ロボットと暮らす毎日とは、
いったいどんな生活が繰りひろげられるのでしょうか。
本講演では、ソフトバンクモバイルで首席エバンジェリストを務められている中山五輪男様より、世界初の感情認識パーソナルロ
ボット・Pepper の概要とその背景にある技術についてご紹介いただきます。そして、この Pepper を介護や見守りの分野へ応用する
ことを模索している獨協医科大学の坂田信裕教授より、Pepper の具体的活用事例をご披露します。締めくくりには、ロボット用プラ
ットフォーム（基本ソフト）の開発を手がけているアスラテックの羽田卓生さんより、世界で働く様々なロボットのご紹介や、ロボットの
歴史、そしてロボットが日常的に利用されていく近未来を展望してもらいます。

～登壇者紹介～
中山 五輪男 様
ソフトバンクモバイル株式会社 主席エバンジェリスト
1964 年 5 月 長野県伊那市生まれ。法政大学工学部電気電子工学科卒業。日本 DEC、日本 SGI、
EMC ジャパンを経て 2001 年ソフトバンクグループに入社。現在はソフトバンクモバイル社の首席
エヴァンジェリストとして iPhone および iPad などのスマートデバイス、各種クラウドサービス、パーソ
ナルロボット Pepper、IBM の人工知能型システム Watson の 4 分野について、年間 200 回以上の
全国各地での講演活動を通じてビジネスユーザーへの訴求活動を実践している。iPhone 関連の
書籍の執筆活動や複数の TV 番組出演での iPhone 訴求など、エヴァンジェリストとしての活動を
しつつ、国内 20 以上の大学での特別講師も務めている。
坂田 信裕 様
獨協医科大学教授/情報基盤センター長 博士（医学）
1959 年 11 月北海道小樽市生まれ。北里大学衛生学部卒。博士（医学）。防衛医科大学校、米国
のコロンビア大学、ミズーリ大学、ワシントン大学、信州大学を経て、2010 年から獨協医科大学に
て勤務。ICT（情報通信技術）を活用した新しい教育、病院の電子化や遠隔医療などに従事。
2006 年には、第 6 回インターネット活用教育実践コンクールにて、長期入院小児患者向けに開発
した遠隔交流システム（e-MADO）が、内閣総理大臣賞を受賞（応募責任者）。最近では、人型ロ
ボット（Pepper）を全国的にもいち早く導入し、授業での活用や、高齢者の生活支援への応用研
究を開始。2015 年 2 月開催の Pepper App Challenge 2015 では、チームメンバーとして参画した
認知症患者や家族を支援するアプリ（ニンニン Pepper）が、ベストソーシャルイノベーション賞と、
最優秀賞の 2 賞を受賞。
羽田 卓生 様
アスラテック株式会社 事業開発部部長
1975 年京都市生まれ。立命館大学経済学部卒。1998 年にソフトバンク株式会社に新卒入社。同
社出版事業部にて、モバイルサイトの運営、ケータイ電話専門誌の編集、モバイル EC の立ち上
げなどに従事する。2004 年に、テレビ東京系 TV 番組『TV チャンピオン』初代ケータイ王選手権
で優勝する。2006 年 3 月に、BB モバイルに異動。ボーダフォン買収に伴い、ボーダフォンへ異動。
ヤフーケータイの立ち上げや、各種サービス、プロダクトの開発に従事。モバイル通信の未来を
考え抜いた結果、「ロボット」であることを確信し、2013 年 7 月、アスラテックの立ち上げを行う。同
社は、ロボット制御 OS「V-Sido」に特化した事業モデル。現在は、同社事業開発部部長。
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【基調講演】 6 月 6 日（土） 13:30-14:30 第一会場

Apple HealthKit / ResearchKit の全貌と
目指すヘルスケアビジネス
林 信行
ＩＴジャーナリスト

All the Details of Apple's HealthKit / ResearchKit
and Healthcare Business Strategy of Apple Inc.
Nobuyuki HAYASHI
Journalist

2007 年に発表された iPhone は救急搬送から診断、手術、そして術後のケアにいたるまで、医療の世界にさまざまなレベルでの
変化をもたらし、iPhone と連携する多種多様なヘルスケア機器を登場させた。2014 年 6 月、アップル社は、こうした iPhone と医療・
ヘルスケア分野の結びつきを認め、モバイルヘルスプラットフォーム「HealthKit」を発表する。Apple 純正のアプリ「ヘルスケア」の
他に、サードパーティ製のさまざまなヘルスケア関連アプリを収容・統合できる仕組みだ。その登場にあわせて米国では MAYO
CLINIC を中心に一部の病院が、市販のヘルスケア機器（医療用ではない）を通して継続的に集めたバイタルデーターを、医療の
診断に役立てようという試みを始める。さらに本年 3 月、アップル社は「ResearchKit」を発表。これは世界に７億人いる iPhone ユー
ザーの協力を得て難病の研究や克服に役立てようというオープンソースの試みだ。iPhone 連動のヘルスケア機器やアプリを通して
収集した情報で、膨大な数の患者の容態の変化を観察可能にする、というものだ。本講演では、iPhone の登場で起きた医療・ヘル
スケア分野でのイノベーションの事例や、米国での HealthKit、ResearchKit に関した最新の動向を紹介する。

～プロフィール～
テクノロジーが人々の暮らしぶりや社会をどう変えるかをテーマに取材をつづけるフリージャーナリスト。自身のツイッター／
Facebook やテレビ、Web、新聞、雑誌、さらに講演や企業コンサルティング活動を通して伝えている。昨今はスマートフォンや３D の
技術が医療、農業、教育、ファッション分野に与える影響についての講演活動が多く、医療の分野では神戸医療イノベーションフ
ォーラムや日本医師学会学生部会などでも講演。James Dyson Award やグッドデザイン賞の審査員、日本デザイン振興会のデザ
インアンバサダーも務めている。著書多数。
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【特別講演】 6 月 6 日（土） 14:30-15:30 第一会場

IT ヘルスケア普及のための
改正薬事法（医薬品・医療機器法）と改正個人情報保護法
～人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の検討と
求められる情報セキュリティ～
深津 博
愛知医科大学病院医療情報部/メディカル IT セキュリティフォーラム

Investigation of revised the Drugs, Cosmetics and Medical Instruments Act,
revised the Personal Information Protection Law and the Ethic guideline about
the medical research on human for showing the desired information security to
prevail IT healthcare systems
Hiroshi FUKATSU
Medical Information Division, Aichi Medical University Hospital / Medical IT security forum

医療・ヘルスケアで扱われる個人情報は特に機微性が高く、万が一漏洩や紛失した場合に回復不能な損害を生じる可能性が
ある。また医療・ヘルスケアで用いられる様々なデバイスは、ネットワークを通じて制御されており、今後インターネット経由での情報
のやり取りや設定変更等も一般的となると思われる。
本講演ではまず医療系・ヘルスケアにおけるデバイスおよびソフトウエアの取扱いに関して大きな方向転換を生じさせた改正薬
事法について、関連する事項について解説する。
さらに関連する法令およびガイドラインとして改正個人情報保護法および文科省・厚労省の「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」についても、概説する。
ヘルスケアに関連する部分では、デバイスのファームウエアのセキュリティ、汎用 OS 上の動作する制御ソフトウエアを提供する
場合の、セキュリティに関する対策方法とユーザとの責任分界点、ヘルスケア目的で取得したユーザの個人情報を目的で二次利
用しようとした際の対策、特に匿名化および匿名加工処理について、現状で判明している大まかな方向性と今後課題となる局面に
ついて、事例を挙げて概説する。

深津 博
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～プロフィール～
愛知医科大学病院医療情報部長・特任教授、メディカル IT セキュリティフォーラム代表
1960 年 5 月 13 日生まれ、55 歳
1985 年 名古屋大学医学部卒業
愛知紡績八千代病院、公立陶生病院等を経て、
1988 年 名古屋大学医学部附属病院放射線部医員
1990 年 西独ハイデルベルグ大学放射線科留学
1991 年 名古屋大学医学部附属病院放射線部助手
2002 年 名古屋大学医学部附属病院放射線部助教授
2009 年 愛知医科大学病院医療情報部長・特任教授
現在に至る
放射線科診断専門医
2006 年より、日本医療コンシェルジュ研究所代表
2014 年より、メディカル IT セキュリティフォーラム代表

9

深津 博

S003

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

【パネル討論】 6 月 6 日（土） 15:40-16:30 第一会場

医療・ヘルスケア情報データ収集の先に見えてくること
～医療情報データは誰のものか？どう活用すべきか？～
モデレータ ： 宇宿 功市郎
熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部 部長・教授

様々な ICT 関連企業が、個人のバイタルデータ収集ビジネスに参入し始めている。すでに米国では、スマートフォン用アプリが
FDA の承認によって医療機器として利用できるほか、クラウドに収集されたデータの活用も視野に入れられている。わが国におい
ても改正薬事法（医薬品・医療機器法）の施行により、今後一段とスマートデバイスを通じたバイタルデータ収集やそのデータの活
用が本格化していきそうである。
これまで以上に電子カルテデータの連携が模索され、今後は個人がスマートフォンを通じて収集した各種データと電子カルテデ
ータが連携し、健康管理や疾病管理に活用されることも考えられる。一方で、個人情報漏洩などセキュリティ上の懸念も拭えない。
医療・ヘルスケア情報のデータ収集の先に考えられる課題等について、議論を行う。

～プロフィール～
1981 年 鹿児島大学医学部医学科卒業 附属病院第 3 内科
1983 年 宮崎県立宮崎病院神経内科
1985 年 鹿児島大学医学部附属病院第 3 内科
1988 年 国立精神神経センター神経研究所疾病研究第 6 部
1990 年 ハーバード大学マサチューセッツ総合病院神経内科
カリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部神経内科
1993 年 鹿児島大学助手 医学部附属病院第 3 内科
1994 年 鹿児島県立姶良病院神経内科
1996 年 鹿児島大学医学部助教授 医学部医療情報管理学、附属病院医療情報部
1999 年 鹿児島大学医学部医学教育計画室 室長代理
2000 年 鹿児島大学医学部附属病院 卒後臨床研修部 副部長
2003 年 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科助教授
人間環境学講座医療システム情報学
2006 年 熊本大学教授、医学部附属病院医療情報経営企画部長

宇宿 功市郎
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【特別講演】 6 月 7 日（日） 9:00-9:45 第一会場

先行する海外のモバイルヘルス事例
渡辺 武友
株式会社スポルツ

Leading overseas Mobile Health examples
Taketomo WATANABE
SPORTZ, Inc.

ここ数年、ヘルスケア（健康領域）ビジネスへの参入を発表した企業が多く見らる。話題となったリストバンド型活動量計の発売が
国内でも一昨年からはじまり、モバイルヘルスに関する話題は絶えない。しかし、国内においてモバイルヘルスが海外で起きてい
るようなムーブメントになっているのだろうか？ 話題にしているのは業界関係者と一部のガジェット好きに留まっているのではない
か!?
ビジネスとして考えた場合、北米の事例を見ていっても、リストバンドであれば、あるいはヘルスケアアプリをリリースさえすれば儲
かっているのではない。収益化している企業には工夫がある。
この講演では、前半ではヘルスケアビジネスを考える際に知っておきたい「予防と医療の区分」の整理、「ヘルスケア（予防）の必
要性と最重要ポイント」の解説を行い、米国での成功モデルとしてウェイトウォッチャーズの事例を紹介する。同社は 1963 年からダ
イエットセンターを運営し、2014 年には 172,400 万ドルを売り上げた。時代の変化に合わせ提供スタイルをチューニングし続けてい
る企業といえる。後半では、モバイルヘルスビジネスを考える上で「mHealth の領域（米国と日本の構造の違い）」を共有し、モバイ
ルヘルスにおけるマーケティング事例として Fitbit を紹介する。最後に今後モバイルヘルスで注目の「コーチングサービス」を、先
ほどのウェイトウォッチャーズの新たな取り組みと共に紹介する。

～プロフィール～
株式会社スポルツ HealthBizWatch / mHealth Watch 編集/ Health App Lab 所長。
株式会社スポルツのクリエイティブディレクターとして、健康系プロダクト、アプリ、映像などの企画・制作ディレクションを手掛ける。
一方、健康・医療アプリ、ウェアラブル機器を活用したビジネスモデルの研究を行ない、健康ビジネスメディア「ヘルスビズウォッチ」
や講演会にて発表している。
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【特別講演】 6 月 7 日（日） 9:45-10:30 第一会場

App Store ヘルスケア 1 位獲得！
あすけんで見るヘルスケアアプリ事業の成長戦略
天辰 次郎
株式会社ウィット

Learning strategy to expand app business by seeing the case of "ASKEN"
The Japanese No1 food log app
Jiro AMATATSU
Wit Co.,Ltd.

2007 年にリリースした「あすけん」（弊社が開発している食事記録型ヘルスケアウェブシステム）は、2013 年のスマホアプリ版リリー
スを機にユーザー数が急増し、たびたび App Store および google play のヘルスケアカテゴリーで 1 位を獲得するようになった。
今回の講演では、7 年以上におよぶ「あすけん」の実務を通じて得られたヘルスケアアプリ事業の難しさとポイントを以下のような
視点でご紹介する。
・いかに集客するべきか：広告費ほぼ 0 で 50 万人を集めたポイントは?
・いかに続けてもらうか：継続が難しいヘルスケアサービスを圧倒的に長く使ってもらうには?
・いかに収益を上げるか：多彩な収益パターンと現実は?

～プロフィール～
株式会社ウィット あすけん事業部マーケティング部 部長。
ネット系ベンチャー企業・外資系メーカー・コンサルティングファームを経て現職。あすけんのマーケティング全般およびアライア
ンスを担当。

天辰 次郎
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【特別講演】 6 月 7 日（日） 10:30-11:15 第一会場

ひとりじゃないから続けられる
～ヘルスコーチがファシリテートするラーニングコミュニティ～
Karada Manager の新しい取り組み
秋元 直樹
ネオス株式会社

It is continued from a NOT alone.
~ health coach run the Learning community as a facilitator. ~
Karada Manager’s new approach.
Naoki AKIMOTO
Neos Corporation

Karada Manager（以下、カラマネ）は「ひとりひとりにあったトータルヘルスケアサービス」をコンセプトにしたヘルスケア・アプリで
ある。レコーディングダイエット機能、女性向け生理・排卵日管理機能、ダイエット・美容・健康関連のコンテンツの提供がメインのサ
ービスとなっている。アプリサービスとして、ヘルスケアサービス提供主体の抱える課題に、「継続率が上がらない」「離脱率が高い」
「マネタイズが難しい」という点が挙げられる。アプリサービスに「リアル」を絡ませることでこれらの課題を解決できないか、弊社では、
ヘルスコーチングの手法に着目した。ヘルスコーチングとは、健康的な行動変容の支援を目的としたコミュニケーション技法である。
目の前にある健康課題の一時的な解決ではなく、対象者自身に合った解決方法を見つけ、自分自身で継続できるようにサポート
していく。健康課題の解決に向けたやり方、アプローチは人それぞれ異なり、ライフスタイルや習慣、意識も個人個人全く異なる。
ヘルスコーチングは、対象者のライフスタイルの中で自分にフィットした方法を見つけて、目標に向けて対象者自身で継続できる
方法を一緒に探すことを目的としている。
今回の実証では、ヘルスコーチングの手法をマンツーマンではなく、コミュニティに適用した。これを弊社ではラーニングコミュニ
ティと呼ぶ。コミュニティにすることで、コーチはファシリテーター（促進者・旗振り役）となり集団をリードする。カラマネ会員から希望
者を募り、ラーニングコミュニティの実証を行いました。募集期間は 1/29～2/9 まで。実証期間は 2/18～4/17 のおよそ 2 ヵ月間。
プラットフォームは facebook のグループ機能を活用した。2 カ月間の実証を経て、平均で▲2.2kg の減量（減量率 96.4%）という成果
が出た。

～プロフィール～
現・ネオス株式会社ヘルスケアサービス部マネージャー。
2012 年 プライムワークス株式会社（現ネオス株式会社）入社。

秋元 直樹
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【特別講演】 6 月 7 日（日） 11:15-12:15 第一会場

学習するシステム IBM Watson の
医療・ヘルスケア分野への応用と今後の展望
元木 剛
日本アイ・ビー・エム株式会社

IBM はビッグデータが可能にする新しいコンピュータ利用のパラダイムとして“コグニティブ・コンピューティング”を提唱している。
コグニティブ・コンピューティングは、大量の文献、SNS における発言、学術論文、医療画像や動画データ、IoT デバイスからのセン
サー・データ、といった様々なタイプの非構造化データを、戦略的に活用するための新しい基盤技術となる。IBM Watson は、自然
言語などの非構造化データを活用し人間の高度な判断や新しい知見の発掘を支援しすることを目指した、学習し成長するコグニ
ティブ・システムである。
本講演では、IBM Watson の概要と医療・ヘルスケア分野での海外での活用事例についてご紹介すると同時に、今後さらに拡が
る活用の可能性について解説する。

～プロフィール～
1986 年 日本アイ・ビー・エム入社 大和研究所に配属
1996 年 米国アイ・ビー・エム本社 戦略企画部門へ出向
2004 年 大和研究所 事業企画 担当
2009 年 アライアンス事業 OEM & Embedded Systems 担当 理事
2014 年 成長戦略 Watson 担当 理事 （現職）
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2015年6⽉6⽇(⼟)13:30〜16:30
【第⼆会場】会議室１ (9階)
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 13:30-13:50 第二会場

飯塚市における医工学連携の取り組み
阿部 荘児郎
飯塚市経済部産学振興課

Medical engineering cooperation efforts in Iizuka City
Sojiro ABE
Iizuka City, Industry- Academia Cooperation Office

飯塚市は、江戸時代には長崎街道随一の宿場町として、明治以降は石炭のまちとして古くから物流と文化交流の中心地として
発展してきた。国内の石炭産業が衰退してからは、新しい産業の創出に向けて工業団地の整備や企業誘致に努めると同時に、大
学や研究機関の誘致を積極的に進め、2002（平成 14）年 1 月に「e-ZUKA トライバレー構想」を発表、2003 年 2 月には、アクショ
ン・プランである「飯塚市新産業創出ビジョン」を策定し、産学官連携の推進、起業家の育成、ベンチャー企業支援、研究開発型
企業の誘致等の施策を展開してきた。
新たなステージとなる「飯塚市新産業創出ビジョン 2013～2017」では、これまでの地域資源をエンジンとした新産業の創出という
方向性を活かしながらも、幅広い産業分野を視野に入れ、「人と産業が集まり成長するまち」をめざして取り組んでいる。
なかでも、九州工業大学バイオメディカルフィンインフォマティクス研究開発センターなどの研究機関や、飯塚病院をはじめとす
る数多くの医療機関が集積している強みを活かし、医療機器の研究開発を促進し、地域企業が積極的に参入していけるよう、「医
工学連携」を重点プロジェクトとして推進している。

～プロフィール～
飯塚市経済部産学振興課 産学連携室長。1997 年、通商産業省 九州通商産業局（現 経済産業省 九州経済産業局）入局
。2015 年 4 月より、飯塚市役所 出向。
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 13:50-14:10 第二会場

飯塚病院での医療イノベーションの取り組み
○増本 陽秀、小峠 博揮、井桁 洋貴、稗島 武、皆元 裕樹
飯塚病院イノベーション推進本部

Medical innovation of Aso Iizuka Hospital
○Akihide MASUMOTO, Hiroki KOTOUGE, Hiroki IGETA, Takeshi HIEJIMA,
Hiroki MINAMOTO
Innovation Promotion Office, Aso Iizuka Hospital

当院は医療の質の向上を目的として医療イノベーションを推進している。医療現場のニーズに応えて医療機器を開発するため
に、2012 年イノベーション推進本部（IPO）を開設し、2013 年に工房・知財管理室を設置して院内に工房を置き、医師 1 名、臨床工
学技士 2 名、事務職員 2 名を配置した。IPO 工房は医療イノベーションの拠点となり、医療現場の問題を発掘する職員のプラットフ
ォームの役割を果たしている。職員の啓蒙のためにイノベーション道場を定期開催し、イントラネットにニーズ・アイデア投稿 Web サ
イトを開いて職員が誰でも投稿できる環境を設定した。さらに全職員からイノベーションサポーターを募集し、テーマ毎にプロジェク
トチームを編成してアイデアと試作品を検討する体制を整えた。アイデア確定後は弁理士の調査検討を経て知的財産権（知財）を
登録し、機器製造企業との共同開発に移行する。これまでに約 460 件のニーズ・アイデアを収集、10 件の知財登録を行い、1 件の
臨床研究が進行し、2 件のデバイスを現場で活用している。海外諸施設との双方向性提携はイノベーション活動を活性化し、職員
のモチベーションを高める効果をもたらしている。

～プロフィール～
演者：増本 陽秀
飯塚病院 院長、医学博士
1980 年 3 月 九州大学医学部卒業
1980 年 4 月 九州大学医学部第三内科入局
1988 年 4 月 九州大学医学部 助手
1991 年 6 月 米国ハーバード大学研究員
1995 年 4 月 産業医科大学 講師
1999 年 4 月 国立小倉病院 内科医長
2004 年 4 月 国立病院機構小倉病院 肝臓病センター部長
2008 年 4 月 飯塚病院 肝臓内科部長
2009 年 1 月

同上 副院長

2014 年 6 月

同上 院長 現在に至る

日本肝臓学会専門医・指導医・西部会評議員
日本消化器病学会専門医・指導医・九州支部評議員
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医
日本医師会認定産業医
米国肝臓病学会国際会員

1
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 14:10-14:30 第二会場

消化管内走行カプセル
伊藤 高廣
九州工業大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系

Impulse-driven Small Capsule for Medical Treatment
Takahiro ITO
Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology

胃や腸など消化管の検査時間短縮、患者負担軽減を目的に、自走するカプセルを開発した。直径 11mm、長さ 24mm のカプセル
形状ボディの中に、走行用アクチュエータ、電池、回路を納め、アクチュエータの振動を利用して走行する。
滑らかなボディ形状にもかかわらず走行できるので、体内を傷つける恐れがない。限られたスペースに走行機構と回路電源を納
めるため、コイルと永久磁石からなるアクチュエータの構造を見直し、フレキシブル回路基板で囲む形でのカプセル内への実装を
行った。無線信号による起動、停止、前進・後進の切り替えができ、平板上を秒速 8mm で走行できることを実験により確認した。自
走するカプセル内視鏡を目指し、産学官・医工連携の取組として開発を進めている。

～プロフィール～
九州工業大学大学院情報工学研究院機械情報工学研究系 教授
1960 年生まれ
1983 年 東京大学工学部機械工学科卒業
1985 年 東京大学大学院工学系研究科修了（産業機械工学専攻）
1985 年 日本電信電話株式会社勤務
1992 年 米国イリノイ大学大学院コンピュータサイエンス専攻修了
2002 年 博士（工学）（東京大学）
2003 年 桐蔭横浜大学教授
2008 年 九州工業大学教授、現在に至る

伊藤 高廣
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消化管内走行カプセル
○伊藤 高廣*, 村上 直*
*九州工業大学

Impulse-driven Capsule for Medical Treatment
○Takahiro ITO*, Sunao MURAKAMI**
*Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology

Keywords: Capsule, Micromechanism, circuit, actuator, vibration
キーワード: カプセル，マイクロメカニズム，回路，機構，振動
Abstract: We have developed a traveling small capsule, which has a smooth outer surface and is driven by
inertia force and friction force. Measuring only 11 mm in diameter and 24 mm in length, it is sufficiently
small to be placed in the human gullet or intestines. The capsule contains a small magnet, a coil, batteries
and a circuit, and an electric pulse drives the magnet to move the capsule. Our capsule may be useful for
medical treatments such as inspection and drug delivery.

1. はじめに

タイプで、人が呑み込めるサイズに駆動機構、電源、回路全

胃や腸などの消化管内検査には主にチューブ型内視鏡が

てを実装し、実験により走行を確認したので、その実現方法に
ついて以下に示す。

使われている.しかし，体の奥にある小腸の観察が困難である
ことや，検査中管が患者の喉を圧迫する苦痛を伴うなどの問
題も残っている。
そこで，小腸検査や，患者の負担軽減を目的としたカプセ
ル内視鏡が作られた．しかし，消化管の蠕動運動による移動
のため，検査に 8 時間から１日を要し，観察したい部位での滞
留が不可能である。自走ができないのは,人が呑み込めるカプ
セル内の限られたスペースに駆動機構を納めることが困難で
あったためである。足やひれを使って駆動するカプセルの研
究

1),2),3)

も行われたものの, 駆動部分が体内を傷つける恐れ

があった。
これらの問題の解決を目的に,消化管内走行カプセルを開
発した. 図 1.に走行カプセルの外観を示す。超小型アクチュ

図１．走行カプセル外観

エータを搭載し，振動を利用して消化管内を自走する。なめら
かなカプセル形状にもかかわらず走行でき,体内を傷つける恐

2. 走行原理

れがない。錠剤サイズのカプセルの内部に、電池、回路、駆

体内を傷つけることなく走行でき、かつ呑み込めるサイ

動機構を実装し、ワイヤレス駆動型である。

ズに駆動メカニズムを納めるために、振動による駆動方式

今までは、ケーブルで外部電源からパワーを供給するタイ

を採用した。 図 2.～5.にカプセルの走行を実現する４つ

プの走行カプセルを開発・評価してきたが、今回はじめて無線
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の駆動ステップを示す。
ステップ 1：コイルに電流が流れ磁界が発生し，永久磁
石との相互作用によってコイルボビンが動き出す。
ステップ 2：移動したコイルが外殻に衝突する。
ステップ 3：電流値を小さく，流れる向きを反転するこ
とでコイルをステップ 1 と逆方向に移動させる。

ステップ 4：移動したコイルがステップ 2 とは逆方向の
外殻に衝突する。
この４つの動作を複数繰り返すことで，走行カプセルは移
動する。

図 4.

ステップ３（電流を流しコイル可動子を動かす）

走行カプセルの移動距離 X は図 6.に示すように各ステ
ップでの移動距離を足したものになる。

図 5.
図 2.

ステップ４（コイル可動子が外殻に衝突）

ステップ１（電流を流しコイル可動子を動かす）

図 6,
図 3,

走行カプセルの移動距離と各ステップまとめ

ステップ２（コイル可動子が外殻に衝突）
カプセル内のコイル可動子は、駆動回路から出力され
るパルス状の電流によって磁力を発生し、中央の永久磁石
との相互作用により、往復運動を行う。カプセルは、コイ

伊藤 高廣
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ル可動子が強く打ちつけられた方向に進むため、強く打ち

復運動する構成であった。これは、外部との電気的接続が

つける側を前か後ろかに変更することにより、前進、後進

必要なコイルは動かさない方が配線切れの恐れがないか

を切り替えることができる。

らである。
しかし、カプセルを無線化するため、電池をカプセル内

３．カプセル内への実装

に搭載すると、電池が磁石と引き合うため、磁石可動の構

人が呑み込めるサイズのカプセル内に、アクチュエータ

成では、アクチュエータが動かなくなる問題が生じた。

（駆動機構）、制御回路、電池を納めて、無線走行させる

そこで、逆にコイルを動かす構成とし、電池と可動子が

ため、以下に述べる実装上の工夫を行った。走行カプセル

固着する問題を解決した。

内の各部の実装状態を、図 7.に示す。

外殻
アクチュエータ

制御回路
電池
図 9. 当初のアクチュエータ構造

図 7. カプセル内部構成

（コイル固定、磁石可動）
上記走行用部品を、図 8.に示すボディに収納する。２
分割したボディをねじで締結し、前後から挟み込む構想と

ところが、新たな問題として、可動するコイルに接続す

することにより、密封性と電池の確実な接触を両立してい

る配線（極細エナメル線）が、コイルの運動によって折れ

る。

たり伸ばしたりを繰り返すことで切れる問題が生じた。
この配線切れ防止策として、次の２つの改善を施した。
1)

コイルが回転することによる配線切れを防止する
ため、コイル可動子の左右にガイドを設け、配線を
ガイドから伸ばして起点運動を拘束する構成とし
た。

2)

回転防止ガイド（棒状）のまわりに、らせん状に配
線をからませて長さに余裕を持たせ、前後運動によ
る配線切れが起こりにくい構成とした。

図 8. カプセルボディ

アクチュエータを小型化するためには、コイル、永久磁
3.1. 走行用アクチュエータ

石の磁力を効率よく利用する必要がある。そこで、永久磁

カプセルを走行させるため、前後方向の振動を行うアク

石を図 10.に示すように複数突き合わせて配置し、磁力線
の出る場所を増やすことで力を増加させた。

チュエータをカプセル中心に搭載している。往復運動によ
る振動は、コイルを用いた電磁石と永久磁石との相互作用
によって発生させている。
当初は、図 9.に示すように、コイルをカプセルに固定し、
コイルボビンのシリンダ内を、ピストン状の永久磁石が往
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図 12.

図 10. アクチュエータ駆動力向上のための磁石構成

磁石、コイル分割の効果比較実験結果

磁石は、１～３分割、コイルは１、２分割で組み合わせ

一方、コイルも同様の理由により、分割した巻き方の

て比較した。図 12.から、磁石は３分割、コイルは２分割

方が大きな力が発生できる。コイルの巻いてあるところが

で、これら組み合わせの中では最大の効果が出ていること

１つであると、端には磁力線が多数出入りして永久磁石と

が分かった。そこで、永久磁石は、図 13.に示す３分割の

の間に相互作用が働くものの、中間点は力が働かない。

物を使用した。

そこで、図 11.に示すように、コイルを分割して巻く
ことにより、中間点でも永久磁石との間に相互作用が働く
ように改善した。

図 13. 最終機体で使用した３分割磁石

3.2. 駆動用回路
図 11.

カプセルを走行させるために、ワンチップマイコン

分割巻きコイル

(PIC)のプログラムを用いてパルス状の交流波形を発生さ
せ、アンプで増幅してアクチュエータのコイルに送ってい

分割することで強力にできるものの、ボディ長さは限

る。

られているため、永久磁石を分割すれば磁石１個当たりの

これらの電子回路を電源電池とともにカプセル内に収

磁力は弱くなる。従って、カプセルサイズに応じて、永久
磁石分割数には最適値が存在すると予想できる。そこで、

めるため、図 14.に示すフレキシブル基板を用いた。この

走行カプセルのボディサイズ（直径 11ｍｍ、長さ 24mm）

基板を、アクチュエータを囲むように折りたたみ、かつボ

に収まる構成で、磁石、コイルを何分割した時が最も大き

タン型電池を２個ずつ前後に包み込むように納め、カプセ

な力が出せるか、実験で確認した。結果を図 12.に示す。

ル内に収納する。フレキシブルで各部を包み込んだ状態を
図 15.に示す。起動、停止、前進・後進切り替えなどの信
号は無線で外部から与える。そのためのカプセル内アンテ
ナは、駆動用コイルで兼用し、小型化に貢献している。

伊藤 高廣
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図 14. カプセル駆動回路を搭載したフレキシブル基板

図 16. カプセル搭載用投薬機構

etched Si

electrode arrangement

Si
Glass

joint glass
Reagent
cover hydrogel
inject saline solution

Al
Sodium
polyacrylate

図 17. カプセル投薬機構製作プロセスの流れ（断面図）

図 15. アクチュエータ、電池（左右）を包み込んで組
み上げたカプセル内フレキシブル回路基板

今回製作し、図 14 ,15 に示した回路には、この投薬機
構を起動する端子も実装してある。

４．今後の拡張
走行カプセルの医療への応用として、次のようなこと

4.2. 生体採取機構

が考えられる。

カプセルに、身体の一部を採取する機能を付加できれ

4.1. 投薬機構

ば、カプセルが体外に出た時に回収して、生体の検査にも

走行カプセルに薬が搭載できれば、必要な量の薬を必要

使える。そこで、カプセル搭載可能な超小型採取機構を作

な場所にだけ届け、他に副作用を及ぼさないドラッグデリ

製した。動力としては、カプセル走行の電磁力と干渉しな

バリ―に適用できる。

いよう、形状記憶合金を用いた。長さは 12mｍに収め、

具体的なデバイスとして、MEMS 加工技術を用いた投

断面を半円形とすることで、カプセル内のスペースに収納

薬機構を作製した。図 16. に略図を示す。Si 深掘りエッ

できることを目指した。図 18.,19. に図面と外観を示す。

チングによりタンクを製作し、薬剤を納めた後に高分子ゲ

実験により、動作を確認した。

ルで蓋をする。必要な場所で基板に電流を流すと、高分子
ゲルが変形して、中の薬剤が外部に拡散して投薬するとい
う原理である。図 17. に製作プロセスの流れを示す。
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実装を行った。無線信号による起動、停止、前進・後進の
切り替えができ、平板上を秒速 8mm で走行できることを
実験により確認した。カメラ・照明、投薬機構、生体採取
機構、を搭載し、検査のみならず、治療や手術への応用を
探っていく。

参考文献
図 18. 生体採取機構（断面半円型、長さ 12mm）
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Environments,” IEEE Transactions on Robotics Vol.
25, No. 5 , pp. 1047-1057, 2009.
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Eijiro Morita, et. al., “In vivo trial of a driving system
for a self-propelling capsule endoscope using a
magnetic field,” Gastrointestinal Endoscopy, Vol. 72,
No. 4, pp.836-840, 2010.

図 19. 生体採取機構（断面半円型、長さ 12mm）

[3]
走行カプセルには、カメラを搭載し、観察しながら前

paddling-based capsule endoscope in an in vitro

進・後進、投薬、生体採取ができるよう拡張していく。体

and

内での使用イメージを図 20, に示す。

in

vivo

experiment,”

Experimental

Endoscopy, Vol. 72, No. 2, pp. 381-387, 2010.

カメラ、照明搭載

図 20 消化管内走行カプセルの使用イメージ

５．まとめ
体内の検査、治療を目的に、走行カプセルを開発した。
直径 11mm、長さ 24mm のカプセル形状ボディの中に、
走行用アクチュエータ、電池、回路を納め、無線で走行で
きる。限られたスペースに走行機構と回路電源を納めるた
め、コイルと永久磁石からなるアクチュエータの構造の見
直し、フレキシブル基板で囲む形でのカプセル内への回路
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Hee Man Kim, et al, “Active locomotion of a
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 14:30-14:50 第二会場

TRIART による医工連携モデルでの
遠隔医療支援システム構築について
津村 忠助
有限会社 TRIART

The telemedicine system that uses smartphones in cooperation
with information and medical engineering by TRIART
Tadasuke TSUMURA
TRIART Inc.

2011 年より弊社を中心に技術研究の役割として九州工業大学、医学研究および都市部の検証機関の役割として熊本大学大学
病院、僻地の検証機関の役割として阿蘇中央病院（現 阿蘇医療センター）の協力のもと、医工連携を行いながら急患用モバイル
医療支援システムの開発を進めてきた。本システムが 2012 年より阿蘇地区での導入が始まり、現在では熊本県下 7 病院での導入
が行われて、2014 年 7 月までに 51 症例の利用実績がある。本システムは当初脳卒中用として構築したが、汎用的な利用も可能な
システムであるため、各病院内での救急用の情報伝達システムとしても利用されている。今後は熊本県だけではなく全国はもちろ
ん世界中の病院にも展開を予定していく。本システムの基幹技術には、トヨタ自動車九州でも導入された、弊社がこれまで開発を
進めていたセキュリティシステム「XCOA」を利用したセキュリティレベルが高いシステムを用いている。また、病院の既存システムと
は切り離した形での導入も可能なシステムであるため、低予算で高セキュリティなシステムの導入が可能となっている。

～プロフィール～
2002 年、九州工業大学大学院情報工学研究科情報科学専攻博士前期課程修了後、株式会社ケイ・ラボラトリー（現 KLab 株式会
社）に就職。2005 年に有限会社 TRIART に移り、CIO（Chief Information Officer）として新規技術開発と経営に携わる。TRIART で
は日本初の動的 Flash 携帯サイト構築 CMS「MOSE」やセキュリティプラットフォーム「XCOA」、「XCOA」をベースにしたカメラソリュ
ーション「XCOA-CAM」の開発を行う。また現在は、セキュリティを考慮した DICOM 画像閲覧システムおよび脳卒中患者の遠隔診
断補助システムの開発を行い、TRIART の医療分野への進出を図っている。
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 14:50-15:10 第二会場

眼底と足血流
岡本 兼児
ソフトケア有限会社

Blood flow of ocular fundus and foot using Laser speckle flowgraphy
Kenji OKAMOTO
Softcare Co., Ltd.

少子高齢化が進む中、動脈硬化や生活習慣病の患者は増加の一途をたどっており、高齢者の増加による緑内障や血管閉塞な
どの眼疾患の患者も増えている。大事な事は生活習慣病や眼疾患を発症せずに予防することであり、この予防において血液循環
機能を客観的な数値を使って現状の健康状態を把握する事が有効である。当社では非侵襲的に血流を測定できる技術レーザー
スペックルフローグラフィーをベースに眼科用の血流画像化装置 LSFG-NAVI を製造販売している。本製品は九州工業大学藤居
研究室で２０年前から独自に研究を進めてきたもので、国内の多数の眼科医療機関の協力や公的機関の支援を頂きながら、大学
発スタートアップ企業である当社が製品化した。LSFG-NAVI は、世界で初めて非侵襲的に繰り返し安全に眼底血流の二次元マッ
プを測定できるカラー動画で表示できる純国産の製品である。LSFG を使うと処置前後の血流比較ができることに加え、心臓が収
縮、拡張を繰り返すたびに変化する血流波形を数値化することができる。最近の研究からこのパラメータが動脈硬化の指標となりう
ることが分かってきた。本講演では、足の血流を測定する当社の機械なども紹介しつつ、血流測定による数値の把握が、皆様の健
康寿命の延伸に貢献できるかデータを供覧しながらその有用性について考えてみたいと思う。

～プロフィール～
ソフトケア有限会社、システム開発室、室長
1994 年 九州工業大学 情報工学部 電子情報工学科 卒業
1996 年 九州工業大学大学院 情報工学研究科 情報システム専攻 修士課程 修了
1996 年 山武ハネウエル（株）（現：山武）入社
1999 年 ソフトケア（有）システム開発室 室長
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 15:10-15:30 第二会場

救急業務総合支援システム（ＡＴＡＳ）による
救急隊業務時間短縮及び負担軽減効果
松岡 修司
飯塚地区消防本部警防課

Effect on Reduction of EMT’s work time and load by Ambulance service
Total Assist System (ATAS)
Shuji MATSUOKA
Headquarter of Iizuka District Fire Department

飯塚地区消防本部では、全国的に問題となっている出動件数の増加、病院前処置拡大に伴う救急隊の活動時間の延長及び
救急隊員の事務処理の増大を解決するため、救急活動のＩＴ化を進めてきた。
平成 25 年 4 月 1 日からは救急業務総合支援システム Ambulance service Total Assist System（以下 ATAS と略す）を導入して
いる。そこで、今回 ATAS の導入効果を調べる目的で、導入前と導入後の救急活動時間の変化を比較した。
結果は、導入前の平成 24 年の１年間の救急件数は 8,427 件、導入後の平成 26 年は 8,405 件であった。
119 番受信から病院到着までの平均所要時間が導入前 30．00 分、導入後が 29．10 分であった。また、各年間出動件数のうち
現場到着から 10 分以内に出発できた件数の割合が平成 24 年 38.8％、平成 26 年 42.8％であった。事務処理の時間についは、
活動の記録となる報告書の平均作成所要時間が、導入前平成 24 年 16 分 51 秒、導入後平成 26 年 8 分 07 秒であった。
ATAS は、現場活動時間の短縮及び事務処理等の負担軽減に有効であった。

～プロフィール～
飯塚地区消防本部警防課救急係長 救急救命士
（職歴）
平成元年 4 月 1 日 消防吏員拝命
平成 7 年 1 月 17 日 救急隊員（参考：阪神淡路大震災発災の日です）
平成 14 年 5 月 8 日 救急救命士
平成 24 年 4 月 1 日 本部警防課 救急係長
平成 26 年 8 月 12 日 指導救命士及び処置拡大研修終了
現在に至る
（資格）
平成元年 4 月 1 日 消防吏員拝命
平成 7 年 1 月 17 日 救急隊員資格取得（参考：阪神淡路大震災発災の日です）
平成 14 年 5 月 8 日 救急救命士国家資格取得
平成 26 年 8 月 12 日 指導救命士研修（処置拡大講習）

松岡 修司
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救急業務総合支援システム（ＡＴＡＳ）による
救急隊業務時間短縮及び負担軽減効果
○松岡 修司*, 鮎川 勝彦**
*飯塚地区消防本部, **飯塚病院

Effect on Reduction of EMT’s work time and load by Ambulance service
Total Assist System (ATAS)
○Shuji MATSUOKA*, Katsuhiko AYUKAWA**
* Headquarter of Iizuka District Fire Department
** Iizuka Hospital
要約：飯塚地区消防本部では、全国的に問題となっている出動件数の増加、病院前処置拡大に伴う救急隊の活動時間の延長及
び救急隊員の事務処理の増大を解決するため、救急活動のＩＴ化を進めてきた。平成 25 年 4 月 1 日から救急業務総合支援シス
テム Ambulance service Total Assist System（以下 ATAS と略す）を導入している。そこで、今回 ATAS の導入効果を調べる目的
で、導入前と導入後の救急活動時間の変化を比較した。結果は、導入前の平成 24 年の１年間の救急件数は 8,427 件、導入後の
平成 26 年は 8,405 件であった。119 番受信から病院到着までの平均所要時間が導入前 30．00 分、導入後が 29．10 分であった。
また、各年間出動件数のうち現場到着から 10 分以内に出発できた件数の割合が平成 24 年 38.8％、平成 26 年 42.8％であった。
事務処理の時間についは、活動の記録となる報告書の平均作成所要時間が、導入前平成 24 年 16 分 51 秒、導入後平成 26 年
8 分 07 秒であった。ATAS は、現場活動時間の短縮及び事務処理等の負担軽減に有効であった。
ステムと共同で救急業務総合支援システム Ambulance service

1. はじめに

Total Assist System（以下 ATAS と略す）を開発した。
救急隊が医療機関へ伝達する傷病者情報は、極めて秘匿

2. システム概要

性が高い。
現在、救急車と指令室との間で、連絡を取り合っている無

１） 飯塚地区消防本部は、ATAS を平成 25 年 4 月 1 日から

線は、市販の一般的な無線機で傍受が可能であったアナログ

導入している。

から傍受不可能となるデジタル化が進んでいる。

ATAS は、完全に閉域網で構築しており、傷病者の氏名、

通信の秘匿性向上による搬送傷病者の個人情報やテロ等

生年月日、住所、個人が特定できる画像や 12 誘導心電図な

国民保護事案、特殊災害事案における機密情報等の保護強

ど、個人情報の漏えいに支障なく速やかに傷病者情報を搬送

化が進められている。

先医療機関に伝達できるシステムである。

救急活動の IT 化は、デジタル無線と同レベルの秘匿性に

２） ATAS のデバイスは、汎用性のあるものを使用しており、

優れたシステムであることが重要な要件定義であると同時に、

救急現場に持参できるタブレット PC とモバイルルーター、モバ

早期で確実に情報を伝達できるものでなければならないと考

イルプリンターで構成している（図 1）。

える。
また本来、救急隊は現場活動時間をできるだけ短くし、次
の救急出動に備え、救急件数の増加にも対応しなくてはいけ
ない。しかし、今後も認定された救急救命士による現場での救
命処置が拡大（心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈
路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブド
ウ糖溶液の投与の実施など）し、現場活動時間の延長が問題
になっているのが現状である。
このような状況下で当消防本部では、問題解決には IT 化が
必須であると判断した。
平成 17 年度から総務省消防庁 消防防災科学技術研究推
進制度の研究に採択され、飯塚病院、株式会社麻生情報シ

(図 1) ATAS を構成しているデバイス
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３） ATAS は、119 番通報を受信する指令システムと連動して

共有できる。医療機関への搬送途上における傷病者の容態

おり、受信した傷病者氏名、出動先住所、覚知時間、指令時

変化時にも随時情報伝達が可能である。また、１２誘導心電図

間等の情報（以下傷病者基本情報という）が、現場に向かう時

は、循環器担当医の ATAS 専用スマートフォンにも伝送でき

点からタブレット PC に自動送信され、救急隊は出動途上に傷

る。

病者基本情報を確認できる。現場にて傷病者と接触しタブレ

５） 傷病者情報は、搬送後当消防本部の OA システムに自動

ット PC にバイタル測定値を入力と同時に、選択した医療機関

送信されるため、活動の記録となる報告書の作成が容易に行

へ情報伝達できる（図 2）。

えるシステムである（図 3）。

3. 方法
ATAS の導入効果と有効性を検討した。
１） 現場活動時間の比較について
① 平成 24 年１月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日までの期間
の救急隊が出動し医療機関へ搬送した件数 25,546 件を対
象とし、各年間の 119 番受信から現場出発までの平均所要
時間と 119 番受信から病院到着までの平均所要時間を比
較した。
② 平成 24 年と平成 26 年の現場到着から現場出発までの時
（図 2） 活動イメージ
○はモバイル PC を持って入力している。

間が 10 分以内の件数の割合を抽出し比較検討した。
２） 救急隊の負担軽減について
① 導入前と導入後 3 ヶ月後の救急活動報告書作成所要時

４） 救急車内で測定した１２誘導心電図をオンラインで取り込

間を比較した。

み伝送でき、搬送依頼の電話をした際には、医療機関と情報

（図 3） システム構成イメージ
松岡 修司
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② 救急隊員 37 名を対象に負担軽減について聞き取り調査

情報を伝送できる。

を行った。

４） 福岡県医師会が独自で開発した地域医療連携システム
（とびうめネット）との連携が技術的に可能である。

4. 結果
ATAS は、汎用性に優れており、現在福岡県の 3 消防本部

1） 現場活動所要時間について
① 119 番受信から現場出発までの平均所要時間（図４①）

が既に導入し、その他の消防本部でも導入を検討中である。
他県でも 3 消防本部が導入し、他の消防本部が導入検討段

導入前平成 24 年 21.3 分、導入中平成 25 年 21.0 分、
導入後平成 26 年 20.1 分であった。平成 24 年と平成 26

階である。

年を比較して平均 1.2 分短縮となった。

6. 結論

② 119 番受信から病院到着までの平均所要時間（図４②）
平成 24 年 30.0 分、平成 25 年 29.8 分、平成 26 年 29.1

超高齢社会で益々救急出動要請が増えることが想定される。

分であった。平成 24 年と平成 26 年を比較して 0.9 分の短

より多くの命を助けるためには、救急活動をより効率的に行う

縮となった。

必要がある。
ATAS の開発導入により、現場活動時間の短縮、搬送医療

③ 現場到着から現場出発までの時間（現場滞在時間）（図４

機関への詳細な情報伝達、救急隊員の負担軽減がみられ

③）
10 分以内の件数の割合を比較して、平成 24 年 38.8％、

た。

平成 26 年 42.8％と 10 分以内で現場を出発できた件数が

ATAS は、汎用性も高く日本の多くの救急現場の業務改善
に供し、救命に寄与するものと確信する。

増えた。

今後も現場の意見をとり入れ、より使いやすいシステムにバ
ージョンアップしていきたい。

（図 4） 救急活動における所要時間の説明
２） 救急隊の負担軽減について
① 導入前と導入後 3 ヶ月の平均救急活動報告書作成所要
時間が平成 24 年 16.51 分、平成 25 年 8.07 分であった。平
成 24 年と平成 25 年を比較して 8 分 44 秒短縮した。
② 救急隊員 37 名を対象に聞き取り調査を行った結果、34 名
（91.9％）が負担軽減につながっていると答えた。

5. 考察
現在、病院前の救護活動のＩＴ化はいくつかの地域で進め
られている。しかし、ATAS が他のシステムより優れている点は
以下の点であると思われる。
１） 救急隊の現場活動から事務処理までの業務の改善を実
現している。
２） ATAS は、傷病者情報をＶｉｒｔｕａｌ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ
（VPN）で暗号化することにより、秘匿性を担保している。
３） 12 誘導心電図だけでなく、他の医療機器と連携し傷病者
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【飯塚医療イノベーション推進会議共催特別セッション】 6 月 6 日（土） 15:40-16:30 第二会場

＜来賓特別講演＞
ICT の最新トレンド～医療現場への活用の可能性
中山 五輪男
ソフトバンクモバイル株式会社 主席エヴァンジェリスト

ICT の世界における進化が著しく加速している。たとえば、わずか 7 年前の 2008 年 7 月に日本に上陸した Apple 社の iPhone
は、それまでの日本の携帯電話事情を一変させてしまった。ワンセグやおサイフケータイなどの豊富な機能を有していた、いわゆる
“ガラケー”が日本の携帯電話市場を独占していた時代は、iPhone というたった 1 社が開発した製品の発売によって一変した。
iPhone は日本の携帯電話市場をスマートフォンの時代へと牽引させ、その後の日本人のポケットの中に入っているデバイスは、
iPhone を中心としたスマートフォンへとあっという間に変化させた。またその後登場した iPad や各種タブレット端末の出現は、ビジネ
スユーザーのワークスタイルに変革をもたらし、PC 主流の時代の終焉を意味するものとさえなってきている。
医療の世界においても同様の変化が起きている。看護師も PHS からスマートフォンに切替えたり、また医師はこれまで専用モニ
ターでしか見ることの出来なかった X 線画像や CT および MRI 画像などを、iPad を使っていつでもどこからでも確認することができ
るようになっている。
医療現場における ICT 変革はこれだけに留まらない。各種クラウドサービスやソフトバンクの新たなコミュニケーションロボット
「Pepper」、さらには米 IBM が開発した人工知能型システム「Watson」などの出現が、今後の医療の世界をまた大きく変えようとして
いる。本講演では最新の ICT 関連技術が今後の医療業界をどのように変えていくのか、またそれにより人々の生活はどう変化して
いくのかについて、映像を交えながら詳しく展望する。

～プロフィール～
1964 年 5 月 長野県伊那市生まれ。法政大学工学部電気電子工学科卒業。日本 DEC、日本 SGI、EMC ジャパンを経て 2001
年ソフトバンクグループに入社。現在はソフトバンクモバイル社の首席エヴァンジェリストとして iPhone および iPad などのスマートデ
バイス、各種クラウドサービス、パーソナルロボット Pepper、IBM の人工知能型システム Watson の 4 分野について、年間 200 回以
上の全国各地での講演活動を通じてビジネスユーザーへの訴求活動を実践している。iPhone 関連の書籍の執筆活動や複数の
TV 番組出演での iPhone 訴求など、エヴァンジェリストとしての活動をしつつ、国内 20 以上の大学での特別講師も務めている。

中山 五輪男
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【電子情報通信学会 MICT 研協賛特別セッション】 6 月 7 日（日） 9:00-9:30 第二会場

ICT の医療，看護，介護，ヘルスケア
およびスポーツ科学への応用
─ ピンチをチャンスに変えるには？ ─
原 晋介
大阪市立大学大学院工学研究科

Application of ICT into Medicine, Nursing, Healthcare and Sports Sciences
– How Can We Convert the Crisis into Opportunities? –
Shinsuke HARA
Osaka City University, Graduate School of Engineering

医療費と介護費を含む昨年度の社会保障費は 31.1 兆円の赤字であった．社会保障費は増加の一途を辿っており，年に 1 兆円
から 1.5 兆円のペースで今後増加し続ける．これは，我々にとって大きなピンチであるが，逆に考えると，これは大きなチャンスでも
ある．
社会保障費を減らすには，情報通信技術(ICT; Information and Communications Technology)を使った毎日のヘルスケアが欠か
せないが，残念ながら，「成功体験の欠如」から，我々はそんな面倒なことはやらない．従って，まず「成功体験を創造する」ことが
重要であり，それが，このピンチをチャンスに変えることにつながる．本講演では，その方法の一つとして，4 年後に 2019 年世界マ
スターズ陸上大阪大会，そして 5 年後に 2020 年東京オリンピック・パラリンピックを控え，ヘルスケアとスポーツ科学分野で ICT 活
用の成功体験を創造するには今が絶好の機会であること強調しながら，ICT を医療，看護，介護，ヘルスケアおよびスポーツ科学
にうまく活用する方法を議論する．

～プロフィール～
1990 年, 大阪大学大学院工学研究科通信工学専攻後期博士課程修了（工学博士）. 現在, 大阪市立大学大学院工学研究科
教授, 独立行政法人情報通信研究機構 招へい専門員, 株式会社シンセシス 研究顧問.
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【電子情報通信学会 MICT 研協賛特別セッション】 6 月 7 日（日） 9:30-10:00 第二会場

パーソナルビッグデータで睡眠を改善する：
コンシェルジュサービス介護支援エージェントとその展望
髙玉 圭樹
電気通信大学大学院情報理工学研究科総合情報学専攻

Application of ICT into Medicine, Nursing, Healthcare and Sports Sciences
– How Can We Convert the Crisis into Opportunities? –
Keiki TAKADAMA
Department of Informatics, Graduate School of Informatics and Engineering,
The University of Electro-Communications

本講演では，現代の高齢化社会に欠くことのできない介護支援に焦点をあて，高齢者毎のライフスタイルを考慮したコンシェル
ジュサービスに基づく介護支援システムを紹介する．具体的には，介護施設において重要な「快眠・快食・快便」の中で「睡眠」に
着目し，深い睡眠を導く介護支援に取り組む．その実現に向け，提案システムでは高齢者の毎日の生活をパーソナルビッグデー
タとして記憶し，データマイニングの技術を用いて深い睡眠を導く行動を見出す．
システムの構成としては，右図に示すように 3 種類のエージェントからなり，睡眠モニタリングエージェントは何も器具をつけずに
高齢者の睡眠段階を推定し，ケアプラン設計エージェントは深い睡眠を導くケアプランを構築するとともに，介護士支援エージェン
トは高齢者の気持ちを察知し，それを介護士に伝えることできめ細やかなケアを実現する．提案システムを介護施設に導入したと
ころ，(1)脳波から推定した睡眠段階と比べてかなり近い推定精度を無拘束で実現しただけでなく，(2)深い眠りを意味する睡眠段
階 3 と 4 の割合が多くなる睡眠の提供に成功した．さらに，(3)入居者の気持ちの変化を察知し，それに対応したケアを可能にした．

～プロフィール～
電気通信大学 大学院情報理工学研究科総合情報学専攻 教授．1998 年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了．博士
(工学)．同年，国際電気通信基礎技術研究所(ATR)入所．2002 年東京工業大学大学院総合理工学研究科講師を経て，2006 年
電気通信大学電気通信学部助教授，2007 年准教授，2011 年教授，現在に至る．マルチエージェントシステム，人工知能，ヘルス
ケア，睡眠などの研究に従事．著書に「マルチエージェント学習 −相互作用の謎に迫る−」など．

髙玉 圭樹
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【電子情報通信学会 MICT 研協賛特別セッション】 6 月 7 日（日） 10:00-10:30 第二会場

看護暗黙知の形式知化と e ラーニング
真嶋 由貴恵
大阪府立大学大学院工学研究科/現代システム科学域

E-learning of Explicit Knowledge from Tacit Knowledge in Nursing Skill
Yukie MAJIMA
Graduate School of Engineering / College of Sustainable System Sciences, Osaka Prefecture University

「痛くない注射はどうしたらできるのだろうか？上手な人に教えてもらいたい．」看護師なら，そう考えたことが一度や二度はある
のではないか．このように，看護職の教育では，専門知識の習得のみならず適切な看護スキルを習得することが必要である．また，
看護の評価は技術の良し悪しで判断されることが多いため，看護スキルを精錬させることが大切である．
これまでに看護技術の「技」の暗黙性に着目し，静脈注射技術における熟達した看護技術の特徴を，実施時の視線，技術実施
方法などから分析を行っている．その結果，視線の流れが初学者（看護学生）と熟練者（看護師）では異なることを明らかにしてい
る．また，多くの看護師は静脈の確認ができることを「コツ」ととらえている．上手にできた瞬間を言語的に，「『くくっと』，『すーっと』
血管に入る感覚」と表現することが多く，その感覚を他者に正確に伝えることは困難である．一方，初学者である看護学生は，手順
を覚えることが「コツ」であると考えていることから，学習支援のプロセスとしては，まず手順のマスター，次いで熟達者の特徴に近づ
けていく方が良いと考える．本講演では，これまで経験からしか学習できなかった看護技術における「暗黙知」や「熟練の技」を，
「形式知」にして学習させることを目的に開発した e-Learning システムについて紹介する．

～プロフィール～
1983 年国立呉病院付属看護専門学校卒．1984 年広島県立広島看護専門学校公衆衛生看護学科卒．看護師・保健師・養護
教諭 1 種免許．1994 年香川大・教育学部・総合教育課程情報科学コース卒．1996 年同大大学院博士前期課程了．2001 年岡山
理科大学博士後期課程了．博士（工学）．
広島県豊田郡川尻町保健師，国立呉病院看護師，神戸市看護大学助手，産業医科大学助教授を経て，2004 年大阪府立看護
大学助教授，2007 年大阪府立大学看護学部准教授，2008 年大阪府立大学総合教育研究機構（現高等教育研究機構）教授，
2009 大阪府立大学大学院工学研究科教授，2011 現代システム科学域教授．現在に至る．
2006 年 情報教育研究集会優秀論文賞受賞，2007 年 第 4 回 e-Learning 大賞厚生労働大臣賞，2011 年 教育システム情報
学会論文賞受賞．
［専門分野］ 知能情報工学分野，看護情報学，教育工学，看護教育支援システムの研究
［ホームページ］ http://www.las.osakafu-u.ac.jp/~majima

真嶋 由貴恵
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認知症に備える啓発と早期発見へのICT利活用 ·········································································································· 59
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【特別企画セッション】 6 月 7 日（日） 10:30-10:55 第二会場

認知症に備える啓発と早期発見への ICT 利活用
倉橋 絢也
特定非営利活動法人オレンジアクト

Collective Intelligence, Big Data, and Health 2.0
- The overview of Healthcare and IT –
Junya KURAHASHI
Specified Nonprofit Corporation "Orange Act" Secretary General

2015 年現在 400 万人以上、2025 年には 700 万人になると推計されている「認知症」。認知症には多くの原疾患がある。また、併
発するケースなども少なくなく、その鑑別診断は専門医をもってしても単純ではないといわれている。治療面においても、認知症の
治療はほとんどのケースにおいては難しく、早期発見と早期治療開始により認知症の進行を遅らせることが可能であるといわれて
いる。
この事から、早期発見による早期治療開始は多くの認知症の人と家族の QOL を高める事になると考えられているが、早期発見
は簡単ではない。認知症と確定診断されれば、「人生の終わり」、「もう何もわからない」といった誤解はまだまだ多く、本人が自ら進
んで認知症を検査する雰囲気はｈない。
そこで現時点で重要な発見方法として、第三者による見守りからの認知症の早期発見がある。NPO 法人オレンジアクトでは、東
京都大田区 3 医師会の委託のもと、同医師会の研究成果である、「４つの質問で行う第三者による認知症チェック」の方法をタブレ
ッド、スマートホンのアプリとして開発し、公益提供を行う。本日はこのアプリについてご紹介させていただく。

～プロフィール～
1998 年 立教高等学校卒業。卒業後、大学が肌に合わず、すぐに米国で ICT スタートアップを起業。その後 M&A 等をいくつか
経験し 2012 年頃まで 米国と日本間を往復、いくつかの ICT スタートアップ企業にて活動。2013 年 米国医療関係企業 Millennia
Holding の日本法人、株式会社ミレニアの COO に就任、訪問看護や糖尿病壊疽などの米国臨床プログラムの日本医療機関への
導入事業に携わる。在宅医療、訪問看護の現場における認知症の実態を目の当たりにし、社会貢献活動・オレンジアクトを個人的
に開始。2014 年、ミレニア社を退任。NPO 法人オレンジアクトを設立、事務局長に就任。
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【特別企画セッション】 6 月 7 日（日） 10:55-11:20 第二会場

認知症ケアのエビデンスを「つくる」
～認知症ケア関連施設での調査研究の結果から～
五十嵐 中
東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学

Collective Intelligence, Big Data, and Health 2.0
– The overview of Healthcare and IT –
Ataru IGARASHI
Department of Drug Policy and Management,
Graduate School of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo

【背景と目的】
地域医療の中での認知症ケアに役立つエビデンスを「つくる」ために、在宅医療施設や居宅介護支援・訪問介護事業所など、
認知症患者にも対応している医療・介護施設において、QOL や ADL、疾病費用(医療費・介護費)を含めた包括的な調査を行っ
た。
【方法】
1) 在宅医療クリニックにおける、QOL・ADL と要介護度、さらに薬剤使用実態に関する調査
2) 居宅介護支援・訪問介護事業所における、QOL・ADL・認知機能指標と要介護度・認知症の有無・介護保険給付額に関する
調査
3) プライマリケアの場で使用可能な認知症スクリーニングツールの開発
の 3 点を実施した。
【結果】
1) 医療機関への調査により、ADL の尺度である Barthel index と、QOL 値の尺度である EQ-5D-5L との間に強い相関があること、
さらに要介護度の軽重が QOL・ADL ともに強い影響を及ぼす（要介護度が重くなると、QOL・ADL ともに低下する）ことが明らか
になった。
2) 介護事業所での調査では、医療費に比べてこれまでデータが不足していた介護費用について、認知症の有無および要介護
度の影響を強く受けること、さらに重回帰によって Barthel Index の寄与も大きいことが明らかになった。認知症の有無や、要介護
度の軽重で、月額の介護費用はほぼ 2 倍に増大している。

五十嵐 中
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3) 問題行動アンケートの結果と認知症テスト (HDS-R)の結果をロジスティック回帰により分析し、認知症疑いと関連の強い 4 つの
問題行動を特定した。オッズ比をもとに重み付けをし、感度・特異度の高いアルゴリズムを開発した。
【結論】
認知症の疾病費用へ影響しうる因子を特定し、QOL および ADL を簡便に評価できる指標 (EQ-5D-5L および Barthel Index)
が認知症の患者にも有用な評価基準であることを明らかにできた。MMSE などの尺度に比べて比較的簡便に測定可能で、なおか
つ疾患横断的に使用可能な尺度の有用性が示されたことは、今後の介入の評価に関してきわめて有用と考える。
さらに、プライマリ・ケアの場で「認知症疑い」を早期に発見できる指標を開発できた。これらの結果は、今後の認知症対策の推
進、さらには施策自体の評価にも、十二分に役立つものと考える。

～プロフィール～
東京大学大学院薬学系研究科・医薬政策学 特任助教、一般社団法人医療経済評価総合研究所 所長。2002 年、東京大学
薬学部薬学科卒業。2008 年、東京大学大学院薬学系研究科博士後期課程生命薬学専攻修了、博士（薬学）。
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【特別企画セッション】 6 月 7 日（日） 11:20-11:45 第二会場

ICT が作り出す勾配の少ないチーム医療
中野 一司
鹿児島大学医学部／医療法人ナカノ会 ナカノ在宅医療クリニック

1999 年 9 月、演者はナカノ在宅医療クリニックを開業した。開業前の 5 年間は、鹿児島大学付属病院検査部に所属し、総計 10
億円の 3 つの臨床検査システムを構築した。臨床検査の世界から在宅医療の現場への“華麗なる？”転身は周囲を驚かせたよう
であるが、筆者にとってはネットワーク作りの仕事の場を、大学病院の検査部から地域（在宅）に移行したに過ぎなかった。
在宅医療は、訪問診療や訪問看護、ホームヘルパー、訪問入浴サービス、介護施設、調剤薬局、病院などの地域社会資源を
基盤においた多職種が連携するチーム医療である。チーム医療の質を上げるための条件は、①良質な連携システムの構築（ICT:
Information and Communication Technology を利用して、連携のコストを安くする）、②各参加メンバー（参加施設）のクオリティーを
上げる（教育環境の整備）、の 2 点が重要であり、医療法人ナカノ会（ナカノ在宅医療クリニック、ナカノ訪問看護ステーション）では、
開設以来過去 16 年間、以上の理念を実践してきた。本セッションでは、ICT を活用しての、フラットな関係で展開される多職種連
携在宅医療システムで展開するチーム医療ついて報告する。
また、演者は、村田理論（参考文献１）におけるキュア概念とケア概念（定義）を用いて、従来の”キュア志向の医療＝病院医療”
に対し、”ケア志向の医療＝在宅医療（病院外医療）”という”在宅医療”の新たな医療概念を提唱している（参考文献２）。キュア志
向の病院医療が認知症という病気（疾患）を対象にするのに対し、ケア志向の在宅医療では認知症の人を対象とする。多職種連
携で展開する在宅チーム医療における認知症ケアについても紹介したい。
（参考文献）
(1) 村田久行：「改訂増補 ケアの思想と対人援助」。川島書店、1998 年
(2) 中野一司：「在宅医療が日本を変える―キュアからケアへのパラダイムチェンジ。「ケア志向の医療＝在宅医療」という新しい医
療概念の提唱」。ドメス出版、2012 年

～プロフィール～
（略歴）
1956 年 3 月生まれ、59 歳
1981 年 3 月：東京理科大学薬学部卒業（薬剤師免許取得）
1987 年 3 月：鹿児島大学医学部卒業（医師免許取得）
1987 年 4 月：鹿児島大学病院第 3 内科入局
1988 年 1 月：1988 年 3 月：鹿児島大学医学部付属病院救急部で研修

中野 一司
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1995 年 3 月：鹿児島大学医学部大学院内科系卒業。医学博士。研究テーマ：血液凝固学の分子生物学。
1995 年 4 月：鹿児島大学附属病院検査部 検査部内コンピュータネットワークの構築に従事
1999 年 9 月：ナカノ在宅医療クリニック開設（院長）
2003 年 10 月：医療法人ナカノ会理事長
2004 年 11 月：ナカノ訪問看護ステーション、ナカノ居宅介護支援事業所を設立
2008 年 3 月：鹿児島大学医学部臨床教授
2009 年 2 月：第 11 回日本在宅医学会大会長
2009 年 6 月：社団法人全国在宅療養支援診療所連絡会 ICT 局長
2012 年 5 月：平成 24 年度在宅医療連携拠点事業を実施
2014 年 3 月 1 日：ケアタウン・ナカノを設立
2014 年 3 月 22 日：全国在宅療養支援診療所連絡会 第 1 回全国大会実行委員長
（著書）
在宅医療が日本を変えるーキュアからケアへのパラダイムチェンジ（中野一司、ドメス出版、2012 年 12 月）
（役職）
鹿児島大学医学部 臨床教授
全国在宅療養支援診療所連絡会 ＩＣＴ局長
第 11 回日本在宅医学会大会長（2009 年 2 月 28 日、3 月 1 日開催）
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6 月 7 日（日） 11:50-12:30 第二会場

地域包括ケアと ICT ～現状と未来～
モデレータ ： 髙瀬 義昌
医療法人社団至髙会 たかせクリニック

Integrated Community Care System
– The current state and the future –
Yoshimasa TAKASE
TAKASE CLINIC

超高齢化時代突入。2025 年問題に向けて、地域包括ケアと ICT の重要性は言われて久しい。徐々にではあるが、在宅医療・介
護現場の多くのシーンで ICT が地域包括ケアにおける多職種連携を支えるようになってきている。カナミックネットワーク、サイボウ
ズ、ソフトバンクモバイル、NTT グループなど（50 音順）、各社のサービスも広がりを見せている中、様々な情報やコンテンツを、地
域で無駄なく利活用していくことが大切であると考えられる。地域包括ケアの構築のためには、それぞれの人に応じた、適切なタイ
ミングでのサービスの提供が求められる。そこで重要になってくるのは「リーン・マネジメント」の概念である。プロセス管理を徹底し
て効率化し、従来と同等以上の品質を実現しながらも無駄を削減していくために、トヨタ生産方式における「ジャストインタイム」や
「自働化」を参考に体系化していく必要があるからである。現状を再検討し、IBM・Watson の医療分野への応用等にみられる「診断
推論」や、「電子お薬手帳」、「薬とケアの最適化」など、未来に向けた ICT の応用についても言及する。

～プロフィール～
信州大学医学部卒業。東京医科大学大学院修了。麻酔科、小児科研修を経て、以来、包括的医療・日本風の家庭医学・家族
療法を模索し、2004 年東京都大田区に在宅を中心とした「たかせクリニック」を開業する。
現在、在宅医療における認知症のスペシャリストとして厚生労働省推奨事業や東京都・大田区の地域包括ケア、介護関連事業
の委員も数多く務め、在宅医療の発展に日々邁進している。
公益財団法人日米医学医療交流財団 専務理事、IT ヘルスケア学会 副会長、一般社団法人蒲田医師会 理事、一般財団
法人杉浦地域医療振興財団 理事、東京都医師会 地域福祉委員会 委員、東京都認知症対策推進会議 認知症医療部会
委員。

髙瀬 義昌
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6 月 7 日（日） 14:00-14:50 第二会場

集合知、ビッグデータ、Health 2.0
～医師７万人のサイト運営経験から見る IT とヘルスケアの未来～
石見 陽
メドピア株式会社

Collective Intelligence, Big Data, and Health 2.0
- The overview of Healthcare and IT –
Yo IWAMI
MedPeer, Inc.

web 2.0 と呼ばれた消費者中心の世界観の提案から 10 年。医療×IT の領域ではどのような変化が起きたのだろうか？米国シリ
コンバレーでは、オバマ政権の後押しを受けて、2007 年よりこの web 2.0 の派生概念として Health 2.0 という患者参加型の新しい
医療の形が模索されてきた。この流れを受けて、現役医師である石見が運営する医師の会員制コミュニティ「MedPeer」では、日本
国内でいち早くプロフェッショナル間の情報交換の場を提供してきた。医師会員数が日本の医師の 3.5 人に 1 人に達した今、
MedPeer は新たなチャレンジを行おうとしている。
本講演ではクラウド型 EHR(Electronic Health Record)事業における MedPeer の新たな取り組み、すなわち医師が個々の経験・
知恵を寄せ合い「集合知」を形成していく段階から、集められた集合知を実際の医療現場で IT を通してどのように活かしていくの
か、米国での事例も交えて紹介する。
同時に、米国 Health 2.0 とライセンス契約を締結し、Health 2.0 Japan を立ち上げた意図についても概説する。

～プロフィール～
メドピア株式会社代表取締役社長（医師・医学博士）。1999 年に信州大学医学部を卒業し、東京女子医科大学病院循環器内
科学に入局。2004 年 12 月に株式会社メディカル・オブリージュ（現メドピア株式会社）を設立し、代表取締役社長に就任。現在も
週一回の診療を継続し、医療現場に立つ。2013 年に企業家表彰制度「EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan」でファイナリスト
に選出。2015 年 3 月より、日本テレビ「世界一受けたい授業」に講師として出演。
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【パネル討論】
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6 月 7 日（日） 15:00-15:30 第二会場

医療・ヘルスケアデータの集積と提供に
IT ヘルスケア学会が今後果たす役割
モデレータ ： 水島 洋
国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター

Role of “Japan Association of applied IT healthcare”
for integration and providing of open health data
Hiroshi MIZUSHIMA
National Institute of Public Health, Center for Public Health Informatics

IT 技術の進歩によって、これまでになく多くのデータが得られるようになってきている。これまでは医療機関における検査データ
や医師の所見などのデータの集積によって患者データ収集が行われていたが、ウェアラブル機器の登場や、患者による SNS など
ブログへの闘病記、つぶやき、さらには健常人の健康記録・運動記録・日記などからも、その人の健康状態を知るための多くの情
報が得られるようになってきている。ビッグデータの活用が話題になっているうえからも、これらの情報をいかに活用するかが重要と
なってくる。
しかし、現状では、Twitter、Facebook、Line をはじめとする SNS や、私も愛用している Fitbit や Basis、Withings などの活動量計
Apple ヘルスケア、HealthVault などの健康データはすべて海外企業によるものなので、海外に集積されている。
個人による情報登録の仕組みを作ることで、国内でも健康データの集積することができれば、匿名化して OpenData として提供
することによって様々な活用が可能となってくる。
IT ヘルスケア学会では、個人健康データを新たな資産として活用するためのプラットフォームを検討し始めているが、その有用
性や課題などに関して議論したい。
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国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 上席主任研究官。
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部研究員、同がん情報研究部室長。2000 年から米国 NIH、NLM、National Center for Biotechnology Information. Visiting
Scientist、国立がんセンター研究所疾病ゲノムセンター、国立がんセンター研究所がん予防・検診研究センターなどを歴任。2006
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院。難病の情報化と国際連携、災害医療システムなどを担当。詳しくは http://hiroshi.mizushima.info/ 参照。
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ウェアラブルデバイスを用いた腹腔鏡手術手技定量評価の試み
○西原佑一*，**，磯部 陽*，**，菊池弘人*，川口義樹*，徳山 丞*，大住幸司*，浦上秀次郎*，
島田 敦*，大石 崇*，松本純夫*，**，杉本真樹**，***
*国立病院機構東京医療センター外科，**同臨床研究センター，
***神戸大学大学院医学研究科

Development of an epoch-making method for the objective laparoscopic
surgical skill evaluation
Yuichi Nishihara*, **, Yoh Isobe*, **, Hiroto Kikuchi*, Yoshiki Kawaguchi*, Jo Tokuyama*,
Koji Osumi*, Hidejiro Urakami*, Atsushi Shimada*, Takashi Ohishi*,
Sumio Matsumoto*, **, Maki Sugimoto**, ***
*Department of Surgery, National Hospital Organization (NHO) Tokyo Medical Center,
**Institute of Clinical Research of NHO Tokyo Medical Center, Tokyo, Japan,
***Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan.
Abstract: Background & aims: From a clinical point of view, the objective assessment of laparoscopic skills in
the intraperitoneal cavity is very important. However, it is difficult to measure exact forceps movement in the
intraperitoneal cavity, and an objective assessment tool to evaluate laparoscopic skill quantitatively has not yet
been developed. The aim of this study was to develop an epoch-making method to measure exact forceps
movement in the intraperitoneal cavity and to evaluate surgical skill in the intraperitoneal cavity using an optical
motion tracking system.
Material & Methods: A total of five right-handed participants were enrolled in this study. All participants waved
a forceps at random at 80 bpm to measure the error during the forceps tip movement between the coordinate of the
forceps tip estimated by a three point marker on the hand and the actual measured coordinates of the forceps tip.
We used a VENUS 3D motion tracking system (Nobby Tech. Ltd. Tokyo, Japan) to measure the coordinate error.
Results: The coordinate error (mm, mean ± SD) of each participant was 0.627 ± 0.2140, 0.878 ± 0.167, 0.642 ±
0.245, 0.696 ± 0.190, and 0.656 ± 0.234, and these errors were not statistically significant.
Conclusion: The movement of the forceps tip that was estimated from a three point marker on the hand
reproduces the actual forceps tip movement in the intraperitoneal cavity accurately, and the method that we
developed will lead to an innovative and useful method for the evaluation of laparoscopic skill.

Keywords: motion tracking system, surgical skill evaluation， laparoscopic surgery
キーワード: モーションキャプチャ、客観的評価、腹腔鏡手術

器具を間接的に操作する必要があり、視野と手指の協調運動

1．はじめに

が損なわれる術式である。また狭い腹腔内で微細な操作を行

腹腔鏡下手術は 1987 年フランスにおいて Mouret が報告

うという手術手技も術者に極端な動作制限を課し、それに伴

して以来、最小限の腹壁破壊や術後疼痛の軽減、合併症の

い高度な技術を要する手術となった。鏡視下手術未習熟者に

減少など様々な長所を有することから急速に世界中へ広まっ

とって 2 次元モニター画像を見ながら 3 次元画像をイメージ

た。胆嚢摘出術に始まった腹腔鏡下外科手術は、現在食道、

し、手指との協調運動へと導くには非常に難易度が高く、従来

胃、結腸、直腸等すべての消化器外科領域が対象となり、腹

の開腹手術と比較し習熟するまでには長期間の修練が必要と

腔鏡手術機器の開発・改良，さらに手術手技の向上によりそ

されている。それに加え未習熟者の非効率的・乱雑な鉗子動

の適応疾患は飛躍的に拡大した。その結果従来の大きな開

作は体腔内損傷の危険性を高め、術後合併症の発生など不

放創による手術の割合は大きく減少し、現在では胃癌と大腸

利益に直結することが容易に予想される。このような背景か

癌でほぼ標準手術として、実質臓器でも脾臓，副腎摘出や肝

ら、腹腔鏡手術をより一層安全、かつ優れた術式と発展させる

切除などの高難度手術も腹腔鏡で行われるようになった。

ためには、各術者の技術を正確に評価し、より効果的な教育

腹腔鏡手術は 2 次元モニター画像を見ながら腹腔内にある

へと結びつける必要があると考えられていた。
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しかし手術手技の定量化は非常に難しく、通常は手技施行
時間やミス回数の軽減で計られることが多いが、粗雑な手術
で時間が短縮してもそれが手術の安全性に直結するとは言い
難く、狭い空間でより正確に繊細な手術を行う事こそが安全性
を確保するために重要であると考えている。空間内での動作
解析を行うため、今回光学式モーションキャプチャシステム
（以下 MCS）を用いた腹腔鏡手術手技定量評価法の確立を
考案した。もともと MCS は計測対象各部の 3 次元空間内の座
標値時系列データを正確に取得することで対象の動作を定量
的に評価できるシステムである。近年、スポーツにおける運動
技術測定を始め、リハビリテーション回復過程での診断、評価
など医学分野にも幅広く利用されるようになっている。MCS は
コンピューター解析により本来視認できない空間での計測も

図 2：測定用カメラ

可能なシステムであるため、腹腔内での動作解析も本 MCS を
用いることで測定できると考えた。

3．結果
それぞれの被験者が施行した動作を示す（図 3）。にお

2．対象・方法

ける先端座標の誤差（mm、 mean ± SD）は 0.627±0.2140、

対象：診療看護師、初期臨床研修医 2 名、卒後 4 年目、卒

0.878±0.167、 0.642±0.245、 0.696±0.190、 0.656±0.234 で

後 6 年目後期臨床研修医の計 5 名を選択した。

あり、全体としての平均誤差は 0.696±0.114mm であった

方法：腹腔鏡手術用鉗子の手元 3 点および手元から 30 ㎝

（表 1）。各群間の統計学的有意差は認めなかった（表 2）。

の鉗子先端 1 点に光学式モーションキャプチャ用のマーカー
を接着し（図１）、5 人の被験者が鉗子をメトロノーム（80bpm）
に合わせてランダムに振り、実際の鉗子先端が動いた軌跡座
標と手元 3 点から推測された先端が動いた軌跡座標との測定
誤差を計測した。これは見えない腹腔内の動作解析を行うこと
を念頭に置いたものである。今回は VENUS 3D® system（株
式会社ノビテック、東京）を使用し、計測機器は解像度 100 万
画素、サンプリングレート 100Hz のカメラを 4 台用いた（図 2）。
被験者を囲むようにカメラを設置した後、キャリブレーションを
行った。
統計学的解析は SPSS Ver.20 を用い、検定は一元配置分

図 3：軌跡座標の測定

散分析法で行った。

30 ㎝

図 1：腹腔鏡鉗子
表 1．各群の誤差。赤線が全体の平均。
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とで、具体的な数値目標やトレーニングよる改善を明確にする
ことでよりモチベーションが高く、最適な教育方法の策定にも
つながると考えている。

5．おわりに
今回の研究手法を用いることで、初心者や learning curve
の途上にある修練者も含めた内視鏡外科医の手術手技を定
量評価することが可能であり、数値目標やトレーニングよる改
善を明確にすることでより最適な教育方法の策定にもつなが
ると考えている。その結果、手術時間の短縮や合併症の軽減
などを含めた内視鏡手術の安全性確保および患者利益に寄

表 2．解析結果

与できると考えられる。

4．考察
謝辞

腹腔鏡手術は患者への侵襲が少なく，術後の 疼痛軽減や
早期の社会復帰などの利点がある． また，この技術により高

誤差測定は当院に所属する診療看護師、初期臨床研修医

い診断の精度や治療 の手段・効果の向上が得られることか

2 名、卒後 4 年目、卒後 6 年目後期臨床研修医に協力いただ

ら，今日では各臓器への広範囲に適用が広がっている．一

いた。動作解析は株式会社ノビテックに協力いただいた。関

方，腹腔鏡手術では術野の展開が制限され，手術操作の自

係の方々に深く感謝いたします。

由度が低いのに加え，二次元モニターから脳内イメー ジとし
て三次元空間情報を構築し，的確な空間認知の下に，両手

参考文献
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[1] www.nobby-tech.co.jp/ Nobby Tech. Ltd.

ータスキルが要求される．
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る指導医の主観的評価や評価を受ける若手外科医の主観で
評価されることがもっぱらであった。本研究では，腹腔鏡手術
における技能評価指標の定量化を目標に，光学式モーション
キャプチャにより計測した鉗子先端の軌跡データを用いた評
価方法を確立することである。今回、手元 3 点から推測された
先端が動いた軌跡座標と実際に計測した鉗子先端が動いた
軌跡座標の誤差は約 0.7mm であった。これは本来見えない
腹腔内での鉗子先端の動作解析を行うことを念頭に置いた実
験である。今まで客観的技能評価法を検討した研究は、磁気
式三次元位置計測装置【2】や Cyber Glove など実験フィール
ドでの測定しか行い得ない研究手法のみであった。本研究の
特徴は、見えない空間内での動きを測定する方法を考案した
ことと，光学式モーションキャプチャ用のマーカーは滅菌でき
るため実際の手術中の動作解析を行うことが可能となった点
である。
腹腔鏡手術トレーニングでは，客観的に技能 評価を行うこ
とが重要だが，これまで定量的な データを示した報告は少な
い．かつ、実際の手術中の動きを定量化した試みは未だ存在
しない。今後は現時点での外科医の手術技術を数値化するこ
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三次元実体型腹腔シミュレーターとスマートデバイスを用いた
内視鏡手術・ロボット支援手術定型化の試み
○磯部 陽*，**, 西原佑一*，**, 上村吉生***, 菊池弘人*, 川口義樹*,
徳山 丞*, 大住幸司*, 浦上秀次郎*, 尾本健一郎***, 石 志紘*,
島田 敦*, 大石 崇*, 松本純夫*，**
*国立病院機構東京医療センター外科, **同臨床研究センター，***同救急科

Standardization of laparoscopic and robotic surgery by using
a 3D-modeling surgical simulator and online laparoscopic
technical manuals for smart devices
○Yoh ISOBE*, Yuichi NISHIHARA*, Yoshio KAMIMURA**, Hiroto KIKUCHI*,
Yoshiki KAWAGUCHI*, Jo TOKUYAMA*, Koji OSUMI*, Hidejiro URAKAMI*,
Kenichiro OMOTO**, Shiko SEKI*, Atsushi SHIMADA*, Takashi OISHI*,
Sumio MATSUMOTO*
* Department of Surgery, National Hospital Organization (NHO) Tokyo Medical Center
**Institute of Clinical Research of NHO Tokyo Medical Center
***Critical Care Center, NHO Tokyo Medical Center
要約：内視鏡外科・ロボット支援手術における手術チーム内での手技の定型化を推進するために，腹部 CT 画
像データ等より 3D プリンタで造形した三次元実体型腹腔シミュレーターを用いて手術のシミュレーションを行い，
その映像・画像に解説や文献を加えた手術手技マニュアルをパワーポイントで作成した．実環境に近いシミュレ
ーションで作成されたコンテンツは理解しやすく個人情報への配慮も不要であり，クラウド化してスマートデバイ
ス対応とすることによりマニュアルの利用と教育的効果は向上して更新作業も容易となり，手術手技の定型化に
貢献すると考えられた．

キーワード: シミュレーション, 内視鏡外科手術, ロボット支援手術, 3D プリンタ, スマートデバイス

手術のシミュレーショントレーニングの環境を整備するために，

1. はじめに

以下の方法でトレーニング用シミュレーターの開発と情報の共
内視鏡外科手術は低侵襲手術として広く普及し，また，体

有を行った．

腔内における手術機器の操作上の制約をさらに克服するため

2.1 腹腔シミュレーターの作製

にロボット支援手術が導入されている．これらの手術はその特
性上，技術習得のためのいわゆる learning curve が存在し，そ

当院泌尿器科でロボット支援前立腺全摘術における尿道

の learning curve を短縮するためにシミュレーショントレーニン

膀胱吻合のトレーニングに使用している骨盤シミュレーター®

グの重要性が注目されている［1-3］．筆者らは，IT を利用した

（株式会社ファソテック製）を腹腔鏡手術のトレーニングに使用

最新の造形技術により三次元実体型シミュレーターを開発し

できるようファソテック社と共同で改修した．この骨盤シミュレー

その有用性を報告してきたが［4］，今回シミュレーターの改良

ター®は，健康ボランティアの腹部 CT データを基に 3D プリン

を重ねてシミュレーションの実施対象を拡大し，またトレーニン

タにより Bio-Texture Modeling®の手法［5］を用いて作製され

グを通じて得られる情報を効率的に共有することでチーム全

ている．その鼠径部に相当する部位に内視鏡下縫合結紮練

体の learning curve の短縮に取り組んでいるので紹介する．

習用のパッドを設置し，腹腔鏡下鼠径へルニア修復術におけ
る腹膜閉鎖を想定して縫合のトレーニングを行うと，シミュレー

2.方法

ターの外壁の形状が手術中の気腹（腹腔内への炭酸ガスの
注入）時の腹壁と類似しているため，実際の手術中に経験す

一般・消化器外科領域における内視鏡手術・ロボット支援
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2.2 腹腔鏡手術・ロボット支援手術のシミュレーシ

る様々な制約が反映されることが判明した（図 1）．

ョンへの応用
最初の試作品は，腹腔鏡手術手技の基本的要素を含む一
方、鉗子の可動域が狭く技術的難度の高い鼠径ヘルニア修
復術のシミュレーターとして使用することを想定して開発した
［7］．スポンジ等で自作した鼠径ヘルニアモデルをシミュレー
ターの鼠径部に装着し、手術室において実際に使用する手
術機器と内視鏡を用いてシミュレーションを行い，三次元実体
型モデルとしての使用感を検討した．次に，腹腔鏡下消化管
切除術における重要な手技である体腔内消化管吻合のトレー
ニングに応用するために，自動吻合・縫合器の操作練習に日
常的に用いているスポンジ製簡易臓器模型をシミュレーター
図 1．骨盤シミュレーター®内に設置した縫合用パッド

内部に設置して実際の手術チームで胃切除後の代表的な体
腔内吻合である残胃十二指腸デルタ吻合のシミュレーション

そこで，既報［4］の通り，腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術や

を行い，消化管吻合シミュレーターとしての有用性を検討した．

直腸切除術等の外科手術のシミュレーションにも使用できるよ

さらに，本邦でも一部施設で先進医療として実施が承認され

うに骨盤シミュレーター®を改修した．まず，腹壁部分に手術

たロボット支援胃切除術のトレーニングでの有用性を探るため

用鉗子や内視鏡を出し入れするためのポート（トロッカー）とい

に，手術支援ロボット da Vinci による胃全摘後の食道空腸再

う内径 5-12mm の管状の器具を挿入する小孔を多数開けて，

建，幽門側胃切除後のデルタ吻合，最近臨床使用が可能と

術式や体型により変化するポート配置のシミュレーションに対

なった超音波凝固切開装置による胃所属リンパ節郭清（摘

応できる仕様とした．初作版の試用により，ポート挿入孔が多

出）等のシミュレーションを行った．

数となると構造上ポートの挿入角度や鉗子の可動性が制限さ

2.3 手術手技マニュアルの作成とクラウド化

れることが判明し，腹壁部分の材質を人体に近い柔軟で復元
力のある素材に変更した．腹壁部分の形状も，気腹時の状態

本シミュレーターを用いて行ったシミュレーションの記録映

は CT で計測不能であるため目測を基に決定していたが，気

像を編集し，解説を加えて手術手技に関する教育用ビデオク

腹時の腹壁の形状をより正確に反映するよう実際の手術時に

リップを作成した．このビデオクリップを YouTube にアップロー

気腹中の腹部を実測し，データを修正して造型しなおした［6］．

ドし，手術の準備や手順，参考文献，関連サイトへのリンクな

さらに，ロボット支援手術におけるロボットアームの予想外の激

どを加えて Microsoft PowerPoint のファイルにまとめ，実践的

しい動きにも対応できるよう各パーツの接合部を補強した．ま

手術手技マニュアルとして手術チームのメンバーに配信した．

た，トレーニング参加者のモチベーションを高めるために，シミ

このファイルは，イントラネットを通じて手術室を含む院内関連

ュレーターには骨格などの解剖学的要素も可能な限り実測デ

部署の端末から閲覧するだけでなく，iPhone，iPad などのスマ

ータから 3D プリンタで出力して配置し，シミュレーションの環

ートデバイスからもアクセスするためにクラウド上に保管した．

境が実際の手術環境に類似するよう配慮した（図 2）．

3. 結果
鼠径ヘルニア修復術のシミュレーションを行った結果では，
手術の実施上制約となる鉗子の挿入角度，とくに腹壁と平行
に近い角度で鉗子を操作せざるを得ない状況や術野が前腹
壁側となるため臍部から挿入する直視型内視鏡では正面視
するための工夫を要する内視鏡操作等が，実際の手術と同様
に再現された（図 3，4）．

図 2．腹腔シミュレーター改良版
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し定型化することが可能となった(図 6)．

図 6．da Vinci 胃切除術のシミュレーション
また，これらのシミュレーションの記録を編集した手術手技マ
ニュアルは，標準化されていない手技の多い内視鏡手術・ロ
ボット支援手術に関する教育的で理解しやすい映像を含み，

図 3.腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術のシミュレーション

クラウド化することにより情報の配信とアップデートが効率化さ
れ，トレーニング中や手術前など随時スマートデバイスにより
閲覧できるため利便性が増大した（図 7）．

図 7．iPhone で表示した「鼠径ヘルニア修復術マニュアル」の
PowerPoint ファイル（左）および YouTube の動画（右）

4. 考察
図 4．直視内視鏡による視野展開のシミュレーション

腹腔鏡手術は，気腹により膨隆した腹壁に挿入する数本の

また，体腔内吻合に関しては，デルタ吻合や食道空腸吻合

腹腔内へのアクセスポートと自由度の乏しい手術用鉗子を用

などの複雑な手順を術者と助手が互いに確認しながら繰り返

いて内視鏡助手が展開するモニター視野下で開腹手術と同

し体験することができ，シミュレーションを実際の手術のリハー

様の手技を行わざるを得ず，その技術的難度は高い．筆者ら

サルとして位置付けることも可能であった（図 5）．

が開発中の三次元実体型腹腔シミュレーターでは，腹腔鏡手
術のこの特性にまず焦点を絞り，手術の難易度を決定する要
因である気腹時の腹壁と腹腔の構造を実測データから出力し
て造型し、手術機器と内視鏡の操作性をできる限り忠実に再
現することを試みた．術者が実際の手術時に実感する手術の
「難しさ」がシミュレーション参加者により体感されたことは，質
の高いトレーニング環境を構築する上で重要なポイントであっ
た．一般に広く用いられているボックス型やスタンド型のシミュ
レーターは，縫合結紮や手術器械の操作法などの基本的手
技の習得に有用であるが，体腔内消化管吻合などのチーム
内での協働作業を要する高度な手技に対しては，本モデルの

図 5．手術チームによるデルタ吻合のシミュレーション

ような精度の高い実体型シミュレーターがより適していると考え
ロボット支援手術のシミュレーションに関しても，ロールイン，

られ，トレーニング参加者のモチベーションも維持されると思

ポート配置，ポートとロボットアームのドッキング，インストゥルメ

われる．さらに，シミュレーター内部にも実体型臓器モデルを

ントの着脱などの基本的な操作とともに，内視鏡の入れ替えを

設置できれば，シミュレーショントレーニングは実験動物で行う

要するデルタ吻合や助手用ポートを通じた術者と助手との協

模擬手術の代用にもなり得ると考えられる．一方，今回筆者ら

働作業のシミュレーションを試行錯誤しながら行うことができ，

が報告したように，目的に応じて安価な簡易臓器モデルを組

ロボット支援手術の複雑な手順を自施設の事情に応じて確認

み合わせることでも，内視鏡外科手術のシミュレーターとして
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の基本的なリアリティが担保されていれば手術機器や内視鏡
[3]

の操作練習から術者と助手のチームワークのシミュレーション
まで効果的なトレーニングを行うことが十分可能であると思わ
れる．実際の手術場面をイメージしやすくなるため、近年，医
療安全面での重要性が指摘されているノンテクニカルスキル
［8］の向上にも貢献すると考えたい．

[4]

大型の機材と多数の人員を投入するロボット支援手術は，消
化器外科領域では当院は 2014 年に導入した．術者と助手が

[5]

対面せず，オンラインでのコミュニケーションが中心となること
に象徴されるロボット支援手術を安全に実施するためには，自

[6]

施設の設備環境に応じた詳細なシミュレーションを手術前に
繰り返し行うことが必要である．三次元実体型腹腔シミュレー
ターの原型は本来泌尿器科領域の da Vinci 手術のシミュレー

[7]

ターとして開発されたものであり，本シミュレーターが，消化器
外科領域においてもロボット支援手術を定型化していくための
有力なツールに発展していくことを期待したい．

[8]

本モデルを用いたシミュレーションの記録映像からは，手術
の実写映像に劣らないポイントを絞った教育的映像を抽出で
き，患者個人情報への配慮も不要な手術手技マニュアルを作
成することが容易になった．使い慣れた PowerPoint などのア
プリケーションとスマートデバイスで使いやすくなった動画閲
覧環境により作成されクラウド化された総合的マニュアルを併
せて運用することにより，教育的な文献が未だ少ない内視鏡
手術・ロボット支援手術の learning curve をチームとして短縮し
ていくことが可能となると思われる．

5. おわりに
三次元実体型腹腔シミュレーターを用いたシミュレーショント
レーニングを行うことにより，内視鏡外科手術・ロボット支援手
術の learning curve が短縮し，手術チーム内での手技の定型
化，標準化が進むと考えられた．本モデルは，総合的内視鏡
外科手術シミュレーターとしての完成を目指して，現在領域毎
に多施設で開発を続けている．その臨床的，教育的有用性に
ついては，今後各種の評価ツールを用いて具体的に検証し
ていきたい．
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人型ロボットの高齢者宅への導入と利用に関する検討事例
○坂田 信裕*, 山下 真幸*, 坂東 宏和*, 上西 秀和*
*獨協医科大学 情報教育部門

A Case Study on The Introduction and Use of Humanoid Robot at Elderly
Home
○Nobuhiro SAKATA*, Masaki YAMASHITA*, Hirokazu Bando *, Hidekazu KAMINISHI *
* Division of ICT Education, Dokkyo Medical University
Keywords: Humanoid Robot, Elderly People, Communication, Elderly Home and Robot Installation
Process

キーワード: 人型ロボット, 高齢者, コミュニケーション, 高齢者宅, ロボット導入過程
要約：超高齢社会へと移行する中、高齢者の生活、介護・医療などの領域において、ロボットによる支援が検討
されている。我々は、コミュニケーション機能を主とした人型ロボット（高さ 121cm）を高齢者の自宅へ導入・活用
することを目的とした取り組みを始めたが、このような大きさの人型ロボットを一般家庭へ導入することは、世界
的にも新たな展開であり、手法や環境など、不明な点が多数ある。そのため、第一段階として、導入過程、利用
環境、および運用上、どのような点を具体的に考慮する必要があるのか検討することを今回の目的とした。実
際に一般家庭へ試行的な人型ロボットを搬入し、その過程で得られた課題点などを整理した。人型ロボット導
入には、設置場所の環境として、いくつか考慮の必要な点が考えられた。また、利用者にとっても、日常的に人
型ロボットを利用するためには、利用者自身がある程度のロボットリテラシーを身につけるか、利用支援をする
中間ユーザーの存在が必要と考えられた。さらに、人型ロボットとのコミュニケーションを行う上で、高齢者の利
用を想定したアプリケーションの開発や、今後、新たな技術的な展開が必要と考えられた。

1. はじめに

2. 方法

日本では高齢化社会が、さらに超高齢社会へと移行してお

2.1 人型ロボットの概要

り、日本の人口の減少とともに、65 歳以上の老年人口の率が

今回使用した人型ロボット（高さ 121cm、重さ 28kg）は、新た

上昇し、2025 年には 30%を越えることが、国立社会保障・人口

に開発され、2014 年に開発者向けの提供が始まった。形状を

問題研究所によって推計されている[1]。生活面で見ると、高

図１A に示す。基本機能として、頭部のスピーカーから、人の

齢者単独、あるいは高齢者夫婦のみの世帯も増加していくこ
とが予測されており[2]、今後、高齢者の生活、介護・医療など
の支援策を充実させていくことが必要となっている。このような
状況の中、近年開発が進んできている様々なロボットを高齢
者支援に直接的、間接的に用いることが検討されている[3]。
今回、小学生低学年の身長程度の人型ロボット（Pepper
（ソフトバンクロボティクス社））を高齢者宅へ導入し、コミュニケ
ーションを介して、高齢者の生活支援を目指すことを考えた。
その第一段階として、実際に一般家庭へ搬入することで、導
入過程、利用環境、運用上のどのようなことに注意が必要とな
ってくるのか、あるいは整備が必要なのか検討し、要点を整理
することを目的とした取り組みを行ったので、報告する。
図１．Pepper 概要 A: 全体像、B: タッチ式タブレット画面
表示例、C: プログラム例
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音声と同様な単語や文章を発生（発話）させることが可能であ

多くのユーザーが自ら行わないとしても、精密機器としての日

る。また、頭部マイクから、人の音声を認識し、それに反応した

常的な手入れや、バッテリー充電を含む電源管理、異常動作

ロボットによる発話も可能である。そのため、利用者は、人との

時の基本的な対応など、ロボットを利用する上で必要な知識

会話に近い状況を経験できる。また、頭、腕、手、胴体の可動

や技能（ロボットリテラシー）を身につける必要性も考えられた。

部を動かすことで、人のボディランゲージに似た動作をするこ

しかし、全ての利用者が、技術的な面での対応を含むロボッ

とが可能である。胴体下部には、３つのオムニホイールがあり、

トリテラシーを身につけることは難しいと考えられ、日々の運用

前後左右の移動も可能である。また、頭部にはカメラ（2 カ所）

を支援する中間ユーザーというべき支援者の存在の必要性も

があり、ロボットの前にいる人などを撮影でき、さらにインター

考えられた。また、この中間ユーザーは、家族など利用者の近

ネット回線と接続することにより、撮影した画像のメール送信や、

くにいることが、高齢者宅での利用を考えた場合、必要になっ

受信もできる。また、胴体上部には、タッチ式タブレットが装着

てくると考えられた。

されており、そのタブレットを用いた情報提供や、入力も可能と

3.3 高齢者および家族の利用

なっている（図１B）。

今回、一般的な基本的挨拶や会話を検討し、アプリケーショ

この人型ロボットを利用するためには、開発用ソフトウェア

ンを作成したが、利用者は、人型ロボットがどこまでの内容で

（Choregraphe）等を使用してアプリケーションを作成し（図 1C）、

会話ができるのか、分からないまま会話を始めることが考えら

ロボットへインストールすることが必要である。今後、オンライン

れた。そのため、ロボットへ話かける内容が、多岐に渡ることが

上に登録されている他の開発者が作成したアプリケーションを

考えられ、結果として、会話としては成り立ちにくい状況が想

ダウンロードして利用することも可能となってくる。

定された。今回、方策として、利用者の話を傾聴して、単純な

2.2 高齢者宅における環境設定

相槌をうつなど、曖昧さを取り入れることで、会話を継続させる

人型ロボットは、搬送用の箱に入れ、今回利用した一般家

方策が必要ではないかと考えた。その一方で、今後は、人工

庭へ搬入した。リビングルームにロボットを設置し、インターネ

知能とのオンライン接続による人型ロボットの会話能力の大幅

ット回線へ接続する無線 LAN 環境を設定した。また、充電用

な向上策も、方策の一つとして考えられた。

の AC アダプターを設置した。なお、このロボットは、リチウムイ

また、今回の人型ロボットは、インターネットを介してロボット

オンバッテリーにより稼働時間として最大 12 時間程度可能と

側で収集した情報を、家族などへ送信することが可能である。

なっている。

また、逆に家族からの情報をロボットで受信することも可能で

今回、アプリケーションは、基本的な挨拶や会話等 200 種類

ある。そのため、導入にあたっては、人型ロボットの直接的な

以上に対応可能な内容で作成した。また、一部の会話では、

利用者だけでなく、家族など間接的な利用者を含めた利用方

ボディランゲージや、エンターテイメント的な要素も合わせて

法の構築や設定などが必要になってくると考えられた。

設定した。

４. まとめ
３. 結果・考察

人型ロボットの高齢者宅への導入を目的として、具体的な環

3.1 人型ロボット設置環境

境構築や運用上の課題点について検討を行った。この検討

今回、人型ロボットを一般家庭へ搬入し、利用する上で、そ

結果を元に、実際の高齢者の利用に向けて課題解決を行っ

の手法および環境面で、以下の内容を考慮する必要があった。

ていきたい。

一般家庭において設置するためには、人型ロボットの動く範

参考文献
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医療機関での Wearable device の必要性と教育
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Education and the need for wearable device literacy in medical institutions
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*** Aomori Public University
Keywords: Wearable device, Education, Medical Institutions, Medical professions and Database
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要約： Wearable device が各社から開発され, Vital sign の計測, 収集, 解析がパックとして販売され, 新たなビジネスになってい
る。今回, 医療機関のICT 化とWearable device の利便性, それらから収集されたデータの取り扱い, さらにそれを使いこなす人
材不足を補う観点を議論する。

1. はじめに

2. Wearable device
2.1 Wearable device とは

近年、電子カルテなど医療機関のICT化が規模の大きいと

今、ICT市場ではSmart device (スマートフォンや タブレット

ころから順次進んできている。病歴等の個人情報だけでなく,
レントゲン写真、CT、MRI画像や遺伝情報まで取り扱う場合も

等)やWearable deviceが普及し、広く一般の消費者に利用さ

出てくるが、医療機関のセキュリティーはガイドラインが制定さ

れるようになってきたと共に、医療分野での利活用も模索され

れているものの[1]、現場で実際医療情報を担当しているのは、

ている。このうちWearable deviceは腕や頭部など、身体に装着

ネットワーク管理者や日本医療情報学会の医療情報技師[2]、

して利用することが想定されたdeviceである。体にコンピュータ

日本病院会の診療情報管理士[3]が認定されているが、この

を身につけて動き回るというアイデアは比較的古くからあり、そ

資格だけで雇用される事は難しく、サラリーも低い事から、国

の一端は1960年代ごろのSFドラマなどにも現れていた。 実用

家資格を有する他の医療従事者が兼務する事が実情である。

レベルのものでもすでに20 〜 30年程度の歴史がある。当時の

データサイエンティスト養成の機運も高まっているが[4] 、まだ

コンピュータは巨大なもので、小型のSmart device を持ち歩く

まだ歩み出したばかりでする。

というのは夢物語に近かった。一方、携帯電話の多機能化が

医療は今後、高齢化問題ともあいまって、遠隔地医療、看

進み、さらにスマートフォンへと発展し、一昔前のPC並みの機

護師の医療行為緩和、より便利により迅速に対応する方策が

能・性能のdeviceを常時持ち歩くことが当たり前となった。当時

産官学で進められ始めている[5]。

考えられていたようなWearable deviceの機能はほぼ「スマート

一方、Wearable device が各社から開発され、Vital sign の

フォン」上で実現できるようになってしまった。 ゆ え に 現 在 の

計測、収集、解析がパックとして販売され、新たなビジネスに

Wearable deviceとは、「高機能なコンピュータを体に身につけ

なっている。しかし、誰が、どこでデータを何年間管理し、それ

る 」 と い う よ り も 、「スマートフォンだけでは難しい機能を補う周

をいかに予防医療等に利用するのか問題点も多い。今回、医

辺デバイス」といった意味合いが強くなりつつある。

療機関のICT化とWearable deviceの利便性、それらから収集

その典型的なものが Fitbit 、ファッショナブルなデザインで

されたデータの取り扱い、それを使いこなす人材不足を補う観

話題となったFuelbandやMisfit Shine、Jawbone Upといった健

点とパーソナル医療情報の現場医療への応用を議論する。

康器具の機能を持つウェアラブルなデバイスである。この種の
デバイスは加速度センサーを搭載して歩数計の役割を持つほ
か、場合によっては位置情報記録や脈拍測定が可能になっ
ている。ランニングなど運動時は記録に努め、後ほどスマート
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フ ォ ン や PCに接続することでデータを取り出して測定結果を

また、現在各社から販売されているWearable deviceは、収

集計する。収集データをクラウド上にアップロード可能なサー

集した生体情報を提供各社のクラウドサーバに収集し、各社

ビスもあり、こうした日々のトレーニング情報を時系列で比較す

がそれぞれ管理している状況にある。さらに個人情報を含まな

ることもできる。他のデバイスやクラウド連携を前提にしている

い形で、ビッグデータとして解析され、消費者の健康管理のた

部分が、単機能の従来の万歩計との大きな違いである。 iPod

めにフィードバックされるものもある。一見便利で親切なサービ

の「+Nike」オプションにみられるように、本来iPodにはない機

スであるが、他社のdeviceに移行しようとすると、それまで収集

能 を 補 完 す る 、あるいはスマートデバイスなしでも Wearable

したデータを移行させることができず、消費者個人の情報にも

device単体で利用可能な点でメリットがある。 さらに、Tシャツ

関 わらず、提供事業者に縛られている現状にある。データそ

の心臓の位置にdeviceがついたもの、涙の中の糖濃度を測定

のものは消費者個人のものであり、消費者にとって活用しや

するコンタクトレンズも開発されてる。急速に進歩している分野

すいように提供事業者を超えてデータを活用できるようにする

である。

べきとも考える。

2.2 Wearable device の具体例
Wearable deviceの中でもスマートグラスとスマー トウォッチ

3. まとめ

が注目を集めている。スマートグラスの具体例としては、セカイ

医療関連情報の取り扱いに関わるセキュリティは大切なこと

カメラの開発者としても知られる井口尊仁が新たに起業して立

であるにも関わらず、なかなか手が回っていないと言うのが実

ち上げた 「 Telepathy One」などがあり、スマートウオッチには
ソニーモバイルの「 SmartWatch 」 、 サ ム ス ン 電 子 の 「 Galaxy

情である。しかし、最悪のシナリオを考えたときに、医療機関の

Gear」「Galaxy Fit」、Apple の「Apple Watch」などがある。

混乱は、日本だけでなく世界中の混乱や社会不安を引き起こ
しかねない重要な点である。 医療従事者各自が、自分の施

2.3 医療従事者の ICT リテラシー

設や患者さんを守ると言う気概を持って、自己防衛の観点か

筆者は看護師、臨床検査技師養成に従事している。ICTリ

ら、スキルを挙げて行って頂く事を期待したい。

テラシーはネットワーク管理、データの管理や解析程のスキル
一方で、Smart deviceや、Wearable deviceの普及によって、

は未だ無く[6, 7, 8]、iPhone/iPad2/Tabletを用いて授業を行

医療機関の効率化や医療従事者間の円滑な意思疎、遠隔地

い、様々な情報を集め、リアルタイムで医療関係者と生のデー

医療などに有用である事が期待される。熊本県では専門医不

タを見ながら議論するところまで、やっと養成してきた[9]。まだ

在時に脳卒中等の急患に対応できるSmart deviceを使った救

まだ、路半ばである。また, 教える側の教員の教授力もそこま

急用遠隔医療助言システムも稼動している[12]。しかし、それ

で高いスキルには無い事も問題である[10]。時間はかかるけ

を使いこなす人材育成も重要であり、 ICT技術の進歩に遅れ

れども、徐々に社会全体で進歩すべきであろう。

を取っている事は否めない。教育の進歩も必要であろう。

2.4 医療機関でのWearable device使用の提案
データサイエンティストが注目されている[4]。NHKスペシャ

自分の医療機関のセキュリティを守るためには、まず自分た

ルで医療系データサイエンティストの活躍例が紹介された。

ちで自主的に主体的に行うべきではないだろうか。 そのため

Big dataを活用し、未熟児の感染症対策として未熟児のvital

の方策として、ICT リテラシーが割合未熟な方は、当該施設

signを解析した結果、適切な時期の抗生物質の投与により、

のネットワークやoffice系のソフトに慣れてもらうよう、卒後教育

未熟児を無事退院させた例やvital signとGPSデータから喘息

を積極的に行う必要が有る。

の原因を突き止めた例、院内での効率的な看護師配置改善

ICT リテラシーが割合高い方は、卒後教育を積極的に行う

例等が紹介された[13]。 Wearable deviceで集められたデータ

事はさることながら、まずは各自Wearable deviceを購入し、使
用してみてはどうだろうか。実際医療系Wearable deviceを介し、

を解析し、各患者に即した治療に役立てるように、早急に養成
すべきである。最後にもう一つ、医療ICTは医療費削減や雇

実際の診療に役立つかどうか、様々な医療従事者で実践して

用の創出なども期待されるが、万能ではなく、やはり一人一人

みてはどうだろうか。医療機関では個人情報の保護は絶対で

の努力が必要である。地域コミュニティの活性化こそ大切なの

ある。ユーザーアカウントの盗用、情報の漏洩、偽の画像の掲

かもしれない[14]。

載などデータの改ざん、Dos、当該システムを中継地として別
のシステムを攻撃など様々な脆弱性が明らかになっており、ま
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NFC 型活動量計と勤怠管理を融合した「健康タイムカード®」
による行動変容の試み
宮川一郎
医療法人 NICO 習志野台整形外科内科

Dr.Timecard using NFC Pedometer and attendance management.
Ichiro MIYAGAWA
Narashinodai orthopedics & internal medical clinic

キーワード: 活動量計, 勤怠管理, 行動変容, 健康タイムカード®

当院では 2 種類の NFC 型活動量計を採用し、2013 年 11

1. はじめに

月よりスタッフ全員がどちらかを選択し業務中だけでなく日常
我が国における、ウォーキングやジョギングといった歩行を

生活上でも可能な限り持ち歩いてもらっている。当初は PC と

中心とした運動習慣は、最も多く実施されている健康行動で

接続した IC カードリーダーに 1 日 1 回かざしてデーターのア

ある[1]。活動量計を用いた日々の活動量の調査は、妊産婦・

ップロードをしてもらった。活動量のモニタ表示などなく、他者

児童・大学生・中年者・高齢者と様々な年代別の研究や、肥

との比較もできない状態であったが、2014 年 5 月 24 日から

満・糖尿病・高血圧症・心疾患・下肢人工関節術などの疾患

は出退勤の管理を活動量計で実施できるようにし、モニタ表

別の研究も行われている[2]。

示に自身の日々の活動量や全員の平均値を表示した。

近年では、サルコペニアや運動器不安定症、メタボリックシ

今回は、その仕組みの変遷と現状。ならびに現在までの

ンドロームなどの生活習慣病だけでなく、うつ病などのメンタル

2013 年 11 月 13 日から 2015 年 3 月 31 日までの 504 日間

ヘルスなどの疾患において、症状の進行状況に相関関係が

を、モニタ表示が無かった【ブラインド期】、自身や他者比較が

あることが国内外でも発表[3-4]され、日々の活動量の計測は、
行動変容のステージ[5]を上げる手段として有効な取組の一

可能になった【導入期】、最近の【維持期】の 3 つに分けた活
動量の変化、精神的な負担や心理面での影響を調べるため

つと考えられており、活動量計を用いた日常行動の観察が医

に実施したアンケート結果の報告を行う。

療機関・健康保険組合・行政など全国で実施されている。
医療機関や健康保険組合では、医師や保健師が記録され

参考文献

たノートや手帳（記録票）を見ながらの保健指導等の実施や、
行政では、ウォーキングラリーなどのポイントを付与する形で

[1]

実施を促しているケースが多い。
[2]

しかし、紛失・破損などの機械的な理由だけでなく、記録票
への記載（転記）の煩雑や持つことの動機付け不足などの主
体的な理由で中断されることも多いのが現実である。

[3]

[4]

2.健康タイムカードの開発
記録票などの紙媒体へ転記する作業を簡略化し、持ち続
けることへの動機として、医療介入（医師や保健師）やポイント
などのインセンティブ以外の方法が無いかを模索した。その結

[5]

果、NFC 型活動量計で転記作業を省略し、ポートにかざした
時間で出退勤の管理を行う仕組み、『健康タイムカード®
（英表記：Dr.Timecard）』 を開発した。

91

スポーツライフデータ 2006: SSF 笹川スポーツ財団
(2006).
細井,他:回復期リハビリテーション病棟入院患者の
活動量の変化,理学療法学, vol. 26（1）,
pp.111-115 (2011).
青柳:基礎編「中之条研究」で実証された健康長寿
の実現に最適な日常身体活動の量と質,有限会社ノ
ーブル・プレス(2011)
Snehal M,, et al.: Depressive Symptoms and
Physical Activity During 3 Decades in Adult
LifeBidirectional Associations in a Prospective
Cohort Study, JAMA Psychiatry,
vol.71(12):pp.1373-1380(2014)
CroteauKA, et al.: Effect of a pedometer-based
intervention on daily step counts of
community-dwelling older adults, Res Q Exerc
Sport, vol.78(5):401-406(2007).

宮川 一郎

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

Japanese Journal of

Applied IT Healthcare
Vol.10 No.1

92

1122

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

足圧分布画像を用いた足部アーチ異常の
一次スクリーニング手法
○岩上 優美*,***, 安在 絵美**，中嶋 香奈子**，今泉 一哉***,山下 和彦***，
岡部 誠*,****,尾内 理紀夫*
*電気通信大学 電気通信研究科, **お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科，
***東京医療保健大学 医療保健学部,****JST CREST

Primary screening technique for abnormal foot arch
using foot pressure distribution images
○Yumi IWAKAMI*, Emi ANZAI**,Kanako KANAJIMA**,Kazuya IMAIZUMI***,
Kazuhiko YAMASHITA***,Makoto OKABE*,****,Rikio ONAI*
*The University of Electro-Communications
** Ochanomizu University
****Tokyo Healthcare University
****JST CREST
Keywords: foot arch classification, foot pressure distribution images, machine learning
キーワード: 足部アーチ分類 ，足圧分布画像，機械学習

1. はじめに

疲れやすいなど足部の状態によって怪我のリスクや疲労
度が異なることがわかる．そこで，本研究では，足部形状

足部は歩行と姿勢制御を行う重要な器官である．足部の健

の異常である扁平足やハイアーチを解剖学的な専門知識

康は我々が健康な生活を行うために非常に重要である．

がなくても 1 次スクリーニング可能な手法の開発を目的

足部は縦横のアーチ構造でできている．縦のアーチは内側

とした．この目的のため，本手法では足圧分布画像を入力

縦アーチ，外側縦アーチ，横のアーチは前後の横アーチで構

とし，機械学習を用いることにより，ユーザが専門知識を

成されている[1]．内側縦アーチは外側縦アーチより高く，土

有していなくても足部形状の判定を可能とする手法の検

踏まずの主体をなしている[2]．内側縦アーチが低下している

証を行う．

状態は扁平足と呼ばれ，反対に内側縦アーチが高い状態は

本研究では以下の 3 点を 1 次スクリーニングの定義とする

ハイアーチと呼ばれている．扁平足は筋の張力等が十分でな

① ハイアーチ，扁平足をとりこぼしなく分類する

く機能不全な状態であり，ハイアーチは足底部の筋の拘縮に

② ハイアーチ，扁平足は正常には分類しない

よりアーチ構造が機能不全となっている状態であるため，痛み

③ ハイアーチ，正常，扁平足を極力正しく分類する

や怪我，疲労の原因となる．このため，予防策をとることが重

本研究では 2 章で提案する手法を説明し，3 章で提案手

要である．

法の検証実験について述べ，４章に実験結果，5 章で考察

Cowan らは 46 名の米陸軍の歩兵の研修生の 12 週間のト

を行う．

2. 提案手法

レーニングプログラムを介して追跡調査を行い，オッズ比(怪
我のしやすさを示す)は扁平足を 1.0 とすると正常が 3.0，ハイ

2.1 提案手法の概要

アーチが 6.1 であり，ハイアーチは怪我のリスクが高いことを発
見した[3]．Otman らは扁平足のほうが疲れやすいと報告して

システムへの入力データは足圧分布計測計によって取得し

いる[4]．また，大塚らは扁平足の傾向にある高齢者はより疲

た足圧分布画像とする．まず，入力した画像から足趾の削除，

れやすいことを報告している[5]．

角度，大きさの調整を行い，画像を正規化する．次に，画像特

以上より，ハイアーチは怪我のリスクが高く，扁平足は

徴量の抽出を行う．最後に，機械学習を用いて分類を行う．
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2.3 入力画像の正規化

足部アーチ
チ評価では一般
般的にハイアー
ーチ，正常，扁 平足
の 3 つのカテゴリーに分類さ
されるため，本研
研究でも同様の
のカテ

始めに，取得した
始
たビットマップ形
形式の画像デー
ータから足趾を
を

した．Fig.１に提
提案手法の概要
要を示す．
ゴリーを採用し

削除
除する．次に足底
底部接地面の最
最も長いところが 150×100 ピ
クセ
セルになるように
に角度を調整し，
化する．本研究
究
，画像を正規化
では
は，両足，すなわ
わち，右足と左
左足のそれぞれ
れについて判定
定
する
るが，右足の画像
像は Fig.3 の(a))に示すように，画像の右側に
に
土踏
踏まずがくるよう
うに左右反転し ている．Fig.3 の(b)に正規化
化
した
た画像の一例を示
示す．

Fig.3
F
入力画像
像の正規化

2.4 画像特徴量の抽出

Fig.1 提案
案手法の概要

(1) 前足部・中
中足部・後足部
部の面積率
通常，足部の機能
能を評価する際
際は Fig.4 のよう
うに足部を前足
足

2.2 入力画像
像の取得

部の 3 つに分類
類し，その機能
能を運動学的に
に
部，中足部，後足部

使用
本研究では
は，圧力分布計
計測計により計測
測したデータを使

価する[6]．
評価

し た ． 本 研 究 で 使 用 し た 足 圧 分 布 計 測 計 は

扁平足は足の内側縦アーチの
の低下に基づく足底部の扁平
平

MEDICAPTE
EURS 社の PEL
L38 である（Fig.2
2(a)）． PEL38 はセ

のことである[1]．内側縦アーチ
チの低下によっ
って扁平足は正
正
化の

ンサ数 1024 個
個，センサ分解能
能 1cm2 で，圧力
力センサにより 足の

常な
な足に比べて中
中足部面積が多
多くなり，反対に
に，ハイアーチ
チ

裏にかかる圧
圧力の分散状況
況を電気信号化
化し，コンピュー
ータに

は正
正常な足に比べ
べて中足部面積
積が小さくなると考える．

て解析を行い
い，圧力分布測定
定・平衡機能測
測定を行うことが
ができ
る機器である．
．計測したデー
ータは付属のソフ
フトウェア，TWIIN99
によって色を用
用いて圧力の強
強弱を可視化できる．可視化
化は，
体重で正規化
化された相対的
的な圧力を色で表
表現している． すな
わち体重に対
対して何パーセントの圧力がか
かかっているか
かが色
で表現される ．この可視化さ
されたデータをビットマップ形
形式で
分布画像を取得
得した(Fig.2(b))．
．取得した画像
像はノ
抽出し足圧分
イズの影響を考
考慮し，前処理
理としてメディア
アンフィルタによ
よって
ノイズ除去処理
理をしている．
Fig.4 足部
部の分類

(2) 前足部・中足
足部左右・後
後足部の圧力比率
扁平足は足の内
扁
内側縦アーチの
の低下によって起こるため，正
正
常な
な足部に比べて
て中足部にかけ
けての圧力が一
一様になると考
考
えら
られる．反対にハ
ハイアーチは正
正常な足部に比
比べて中足部の
の
圧力
力が弱くなると考
考えられる．また
た，正常な足部
部であれば，接
接
地面
面がある中足部
部左側と土踏ま
まず側である中足部右側では
は
圧力
力差が出ると予想
想されるので， 特徴量とするた
ために，中足部
部

得
Fig.2 入力画像取得

と左
左右に分けて考え
えることとした(FFig.5 の(a))．
本研究で使用し
本
した圧力分布計
計測計では圧力
力の強度を色で
で
表し
している．足圧分
分布計測計によ
よって得た足圧
圧分布画像から
ら
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視覚的非定量
量的視診を行う時，評価者は前
前足部から中足
足部，

この結果から
こ
3 名の評価者のう
名
うち 2 名以上の
の判定結果が一
一

中足部から後
後足部にかけて
ての圧力強度の
の変化，すなわ
わち色

致し
した結果を採用し，ハイアーチ
チ 116 件，正常 479
4 件，扁平足
足

合いの変化を
を見て評価して
ている．そこで各
各ピクセルの色 に対

45 件をそれぞれハ
件
ハイアーチ，正
正常，扁平足のデ
データ画像とし
し

応した数値を付
付与し数値化し
した．これを圧力
力ラベルとする ．

た．

本研究で取
取り扱う足圧分布
布画像は，Fig.5
5 の(b)に示すよ
ように
黒は圧力なし
し，青は弱い圧力
力を表し，徐々
々にシアン，緑， 黄，

3.2 分類精度の評価指標

赤へと変化す
するにつれて圧力が強くなり，白は最も強い圧
圧力
分類
類精度の指標として正解率， 偽陽性率，偽
偽陰性率，適合
合

を表している．
．そこで，黒，青
青，シアン，緑，
，黄，赤，白を 基準

率，再現率および F 尺度を用いた
た．

の色とし，それ
れぞれの中間色
色を線形に補間
間し，圧力ラベル
ルに 0

正解率（Correctl
正
ly rate）とは正し
しく分類された割
割合である．本
本

から 1532 の値
値を割り当てた．
．

手法
法における正解
解率とは，訓練デ
データは N 件あ
あり，N は必ず
ず
ハイ
イアーチ，正常，扁平足，形状
状異常の疑いあ
ありのどれかに
に
分類
類される．N のうち，正しく分類
類されたのが M 件とすると正解
件
解
率は
は次の式で求ま
まる．
100
て検査が陽性となる確率のこ
偽陽性率とは,
偽
無病者において
こ
とで
である．すなわち
ち本研究では正
正常な足部に対
対してハイアー
ー
チ，もしくは扁平足
足と判定する確率
率のことである．
．
偽陰性率とは有
偽
有病者において
て検査が陰性とな
なる確率のこと
と

Fig.5 特徴量と
と圧力ラベルの
の設定

であ
ある．すなわち本
本研究ではハイ
イアーチや扁平
平足の足部形状
状
部，右中足部，左中足部，後足部それぞれ
れの圧
そして前足部

異常
常の足部を正常
常な足部であると
と判定する確率
率のことである．

力ラベルの総
総和と全体の圧力
力ラベルの総和
和を求め，それ
れぞれ

適合率
適
(Precision)とは正確性
性の指標であり，本手法で判定
定

の圧力ラベル
ルの比率を求め，これを前足部
部圧力比率，右 中足

した
た結果があらかじ
じめ作成してお
おいた正解デー
ータとどの程度
度

部圧力比率，左中足部圧力比率，後足部圧
圧力比率とした
た．

一致
致するかである．本手法におけ
ける適合率とは
は，分類器が分
分
類し
した結果として得
得られた，ハイア
アーチ，正常，扁平足，形状
状

2.5 分類手法
法の実装

異常
常の疑いありのそれぞれの数 （N）に，正解の
の数（R）が含ま
ま
れて
ている割合であり
り，次の式で求
求まる．

本研究では
は，足圧分布画像
像の分類に決定
定木を J48 アル
ルゴリ
ズムで生成した
た．本研究では
は決定木の生成
成にはデータマ
マイニ
ングツール W
WEKA を用いて
ている．WEKA は Waikato 大
大学を

再現率（Recall）
再
とは網羅性の
の指標であり，判
判定結果として
て

中心に開発さ
されているデータ
タマイニングツー
ールであり，特
特に本

出し
した結果があらか
かじめ作成して
ておいた正解デ
データをどの程
程

研究では分類
類器として J48 アルゴリズムを用
ア
用いている．J48 アル

度網
網羅しているかで
である．再現率
率は取りこぼしを
を測る指標であ
あ

ゴリズムは決定
定木を構築する
るための代表的
的なアルゴリズム
ムであ

り，高
高い再現率の実
実現は，取りこ
こぼしが少ないこ
ことの実現，す
す

る C4.5 アルゴ
ゴリズムを WEK
KA 上に実装した
たものである[7]]．

なわ
わち高い精度で
での１次スクリー
ーニングの実現
現につながる重
重

また Adabooost を用いて，ブースティング
グを行い，学習
習を強

要な
な指標である．本
本手法における
る再現率とはハ
ハイアーチ，正
正

化した．Adabooost は Yoav Freund
F
と Roberrt Schapire によ
よって

常，扁平足，形状異
異常の疑いあり
りのそれぞれの数（C）が正しく
く

考案された機
機械学習アルゴリズムであり，他
他の学習アルゴ
ゴリズ

類された数（R）で
であり，次の式で
で求まる．
分類

ムを組み合わ
わせて利用することで，その分
分類精度を改善
善する
ことができる[[8]．本研究で は WEKA 上に実装されて
上
ている

F 尺度（F-Meassure）とは，判定
定結果の正確性
性と網羅性を総
総

Adaboost のア
アルゴリズム Adaaboost M1 を用いてブースティ
ィング

的に評価するの
のに用いられる指
指標であり，次の
の式のように適
適
合的

した．

合率
率と再現率の調
調和平均によって
て求めることがで
できる．
2
F Measure

3. 実験
3.1 学習デー
ータセットの
の作成
始めに，日 常的に足圧分
分布画像から足部形状を視覚 的非

3.3 検証実験

法で評価している 3 名が 640 件の足圧分布 画像
定量的評価法

足圧分布画像を
足
を「ハイアーチ」，
，「正常」，「扁平
平足」の 3 つの
の

を検証した．
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カテゴリーに分類し，分類精度の評価法として交差検証法を

次に，網羅性の指標である再現率の比較をする．分類器に

用 い た ． 640 件 の 画 像 を 64 件 ず つ の 10 セ ッ ト と し ，

よる分類ではハイアーチが 76.7%，正常が 92.5%，扁平足が

Cross-validation を行った．

60.0%であった．確率分布によって調整した分類では，ハイア

分類器による分類では，ハイアーチ，正常，扁平足のそれ

ーチが 87.1%，正常が 85.5%，扁平足が 61.7%であった．

ぞれに分類される確率分布が算出される．確率分布とは，ハ

次に，正確性と網羅性の総合評価である F 尺度の比較をす

イアーチ，正常，扁平足のどれに分類するかどの程度の確率

る．分類器による分類ではハイアーチが 79.5%，正常が 91.6%，

によって決定したかを表す．本研究では，１次スクリーニングと

扁平足が 60.7%であった．確率分布によって調整した分類で

いう目的から，ハイアーチや扁平足といった足部形状異常を

は，ハイアーチが 71.4%，正常が 85.5%，扁平足が 61.7%であ

正常に誤って分類してしまう確率，すなわち偽陰性率が低い

った．

ことが求められる．よって，次に，「ハイアーチ」，「正常」，「扁

5. 考察

平足」の各カテゴリーの確率分布より，確率分布がハイアーチ
本研究で提案する特徴量を Adaboost と J48 を組み合わ

と正常に分布している場合，正常の確率が高くても，ハイアー

せた分類器を用いて分類をするだけでなく，確率分布の値

チに分類し，確率分布が扁平足と正常に分布している場合，

を考慮して再分類したときの方が形状異常の見落としが

正常の確率が高くても扁平足に分類することとした．

少なく，ハイアーチと扁平足の網羅性が高いことから，1

有効性の検証として，分類器による分類結果と確率分布に

次スクリーニングシステムとしては適していると考える．

よって調整した分類結果の比較を行った．

しかし，正常に分類する確率分布が 100％のハイアーチ

4. 結果

の画像や扁平足の画像が存在する．これらを比較すると，

実験の結果を Table 1 に示す．

土踏まずの面積や前足部から中足部，中足部から後足部に
かけての色の移り変わりを定量化する指標を入れること

Table 1 分類実験の結果
分類器による
分類
正解率
偽陽性率
偽陰性率
ハイアーチ
適合率
正常
扁平足
ハイアーチ
再現率
正常
扁平足
ハイアーチ
F 尺度
正常
扁平足

0.873
0.247
0.092
0.824
0.908
0.614
0.767
0.925
0.600
0.795
0.916
0.607

で正しく分類できると考える．
確率分布に
よって調整
した分類
0.802
0.430
0.058
0.605
0.942
0.493
0.871
0.783
0.822
0.714
0.855
0.617

今後は，さらに分類精度を上げ，偽陰性率が低く，再現率の
高いシステムの実現のため，特徴量の再検討を行う．
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エアロバイク運動が認知課題処理に与える影響
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Effect of aero bike exercise on cognitive task processing
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その有無が異なる可能性があるが，同一対象者群に対して，

1. はじめに

計算課題とストループ課題の影響を調べた研究は見られな
近年，身体運動は健康維持・増進に効果的であることから，

い．

ロコモティブシンドロームやメタボリックシンドロームの予防など

従って，本研究では，エアロバイクによる有酸素運動を実施

幅広い年代において注目を集めている．

する前後に計算課題とストループ課題の二種類の認知課題を
実施し，運動の影響の有無および性別による影響について検

筋肉，骨，関節，軟骨，椎間板といった運動器のいずれか，

討することを目的とする．

もしくは複数に障害が起き，歩行や日常生活に何らかの障害
をきたしている状態を「ロコモティブシンドローム（略称：ロコモ，

2.方法

和名：運動器症候群）」といい，進行すると介護が必要になるリ

2.1 対象者

スクが高くなる疾患である[1，2]．予防として，片脚立ちやスク
ワットなど「運動による予防」や，筋力アップのためにタンパク

本研究の対象者は，研究協力を得られた若年成人男女 10

質を取るといった「食生活改善による予防」などが行われる[1，

名（女性 7 名，男性 3 名／平均年齢 21.4±1.17 歳）である．

2]．

実験に先立って，実験日前日に激しい運動や飲酒，カフェイ
ンの摂取を控えるように依頼した．

メタボリックシンドロームは，内臓脂肪型肥満を共通の要因

2.2 実験手順

として高血糖，脂質異常，高血圧が引き起こされる状態で，そ
れぞれが重複した場合は命にかかわる病気を招くこともある．

実験手順として，エアロバイクでの一過性の運動 10 分間を

ただし，食べ過ぎや運動不足など，悪い生活習慣の積み重ね

行わせ，運動前後に 2 種の認知課題を約 10 分間行わせた．

が原因となって起こるため，生活習慣の改善によって，予防・

この一連の流れを 1 セットとして，3 時間の間隔を空けてもう 1

改善が可能であることから運動が注目されている[3]．

セット行わせた．

一般的に，身体運動が精神・心理学的にも影響を与えるこ

対象者には 2 セットのうち運動を実施するセット（運動無）と

とが知られている．その中でも一過性運動の精神心理的影響

実施しないセット（運動無）を各 1 回ずつ行わせた． 課題 2 種

に関する研究が数多く行われているが，認知課題処理に関す

の順番と運動の有無の順番の組み合わせは，4 通りからカウ

るものがいくつか実施されている．例えば，柏原らは，エアロ

ンターバランスをとってランダムに選択した．認知課題は内田

バイクを用いたペダル運動の前後に数値計算処理課題を行

クレペリン検査とカラーワードストループテストを使用した．

った場合，計算の成績が改善することや，その強度によって

2.3 認知課題

改善の度合いが異なることを示している[4]．

1）

また，寺本は，判断機能を評価する認知課題 3 種を，エアロ

内田クレペリン検査

内田クレペリン検査は，性格検査，職業検査の一種である．

バイク運動の前後に行うと，その内の一つ，カラーワードストル

加算作業を実施することで，作業量・計算量から処理能力，計

ープテストに関しては，成績が改善する傾向はあるが，有意な

算曲線，誤答から性格・行動面の特徴がわかる[6].

差は認められないことを示している[5]．

計算方法は，数字の並んでいる行の左から順番に加算を

つまり，認知課題の種類によって運動の影響の大きさや

行い，加算した解答の 1 桁目を間に記入する．その後，改行

97

今泉 一哉

1123

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

の合図があるまで加算を行い，合図の後改行をして再び加算

minute；分あたりの回転数)において 80W の条件下での成績

を行うというものである．（図 1）

が最善であった[4]．本研究では，女性が対象に含まれること
を考慮して予備実験を行った上で，無理のない負荷強度かつ，
成績の向上が期待される強度として，使用したエアロバイクの
負荷設定において，80W より一段階弱い設定を行い，運動強
度を 60rpm において 61W となるようにした．
回転数はエアロバイクの画面に表示されている数値を確認

図 1 内田クレペリン検査計算方法

してもらいながら 60rpm で一定になるように教示した．室温は

クレペリン検査の作成にはフリーソフトの KraepEditor ver

約 23℃になるように空調の調整を行った．使用機材として，

1.01 を使用し，問題用紙を作成した．実験は全 20 行，1 行 15

ALINCO 社製のエアロバイク エコバイク AFB7012，タニタ社

秒で 5 分間行った．

製の温湿度計 TT-５５０を使用した．

2.5 生理指標と主観的運動強度

2) カラーワードストループテスト

エアロバイク運動による身体的負荷を評価するために，課

カラーワードストループテストは，書かれている文字の意味

題・運動それぞれの前後計 4 回，脈拍，主観的運動強度の測

する色と，表示されている色とが異なることで情報の矛盾によ

定を行った．主観的運動強度にはボルグスケールを使用し，

る葛藤によって処理に遅れが起こることを利用した認知機能

脈拍測定には， OMRON 社製の血圧計 HEM-7301-IT(K)を使

の評価方法である． [5]．

用した．

課題提示には，久本博行氏の「ExcelVBA ファイル」を使用

2.6 統計分析

した（図 2）．実験時間は 4 分間（アプリケーションの不一致条

認知課題の評価項目は，内田クレペリン検査の平均解答数，

件を 4 回行う）行った．解答には，それぞれ番号のところにシ

カラーワードストループテストの平均回答時間とした．同様に

ールを貼り付けしたテンキーを使用した（図 3）．

生理指標についても評価を行った．内田クレペリン検査は回
答数が多いほど成績が良く，ストループテストは回答時間が短
いほど成績が良い．
運動の有無が認知課題に与える影響を調べるために，運
動実施の有無，課題実施のタイミング（運動実施の前後），対
象者を要因とし，三元配置の分散分析を行った．有意確率が
5%未満の場合有意な主効果，10%未満の場合を有意傾向とし
た．統計解析ソフトには SAS 社の JMP Pro 11.0 を使用した．

3.結果

図 2 カラーワードストループテスト問題画面
3.1 脈拍数

図 4 に運動の有無，認知課題のタイミング（運動または運動
なしの前後）による脈拍数の平均値および標準偏差を示し
た．
分散分析の結果，運動の有無（F(1，27)=11.5862， p=0.002* ），
認知課題のタイミング（運動または運動なしの前後）（F(1，27)=
10.0766， p=0.0036* ）の要因，両方において主効果が認めら
れた．つまり運動によって脈拍数が有意に上昇したことが示さ
れた．
脈拍数は平均で約 90 拍であったが，20 才前後の対象者の
最大心拍数がカルボーネン法により 200 拍程度と推定される
ため，最大心拍数の 50％程度の強度の有酸素運動であった

図 3 解答に使用したテンキー

ことがわかる．

2.4 運動条件
運動強度の条件は，先行研究で，60 rpm (revolution per
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a) 運動の有無

b) 運動または運動なしの前後
図 5 運動の有無および認知課題のタイミング（運動または
運動なしの前後）による主観的運動強度の違い
3.3 内田クレペリン検査
図 6 に運動の有無および運動の前後による内田クレペリン
検査の平均解答数および標準偏差を示した．
分散分析の結果，認知課題のタイミング（運動または運動な
しの前後）（F(1，27)=3.9223， p=0.0579† ）の要因については，平
均値で運動ありは解答数が多く，有意傾向であった．

b) 運動または運動なしの前後

一 方 で ， 運 動 ま た は 運 動 な し の 前 後 （ F(1 ， 27)=20.7019 ，

図 4 運動の有無および認知課題のタイミング（運動または

p=0.0001*）については，主効果が認められた．

運動なしの前後）による脈拍の違い

3.2 主観的運動強度
図 5 に運動の有無および認知課題のタイミング（運動または
運動なしの前後）による，主観的運動強度の平均値および標
準偏差を示した．
分散分析の結果，主観的運動強度についても，運動の有
無（F(1，27)=6.3215，p=0.018*），認知課題のタイミング（運動ま
たは運動なしの前後）（F(1，27)=7.0044，p=0.0132*）の要因，両
方において主効果が認められた．
a) 運動の有無

平均的には運動前が約 10 で「かなり楽である」，運動後が
約 12 で「ややきつい」であった．

b) 運動の前後
図 6 運動の有無および認知課題のタイミング（運動または
運動なしの前後）による計算課題の結果

a) 運動の有無

3.4 カラーワードストループテスト
図 7 に運動の有無および認知課題のタイミング（運動または
運動なしの前後）による，カラーワードストループテストの平均
回答時間および標準偏差を示した．
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分散分析の結果，判断機能を評価するストループテストに

ては，有意な主効果が認められなかった．これは寺本の先行

おいて，運動の有無（F(1，27)=0.409， p=0.527）においては，主

研究を支持する結果であった[5]．

効果は認められなかった．運動または運動なしの前後（F(1，
27)

以上のことから，若年者に認知課題を行わせた場合，課題

†

=3.3893，p=0.0766 ）には有意傾向があった．

の種類つまり，脳内の処理方式によって有酸素運動の影響が
異なる可能性が示唆された．
本研究は，対象者数や運動強度条件の設定が限られたた
め一般化することは難しいものの，日常生活に適応する可能
性を考えると，判断を要するような複雑な処理が必要な仕事の
場合では，直前に運動しても効果がないと思われる一方で，
単純な計算を繰り返すような単純処理については，直前に軽
い運動することで作業効率や成績を上げるようなことができる
と思われる．

a) 運動の有無
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図 7 運動の有無および運動の前後によるカラーワードストル
ープテストの違い

4. 考察
本研究では，エアロバイクによる有酸素運動を実施する前
後に，計算課題とストループ課題の二種類の認知課題を実施
し，運動の影響について検討することを目的とした．
まず，実施した運動の強度については，運動後において脈
拍数が 90 拍／分程度であり，カルボーネン法による最大心拍
数の 50％程度であった．また，主観的運動強度の平均は，運
動前が約 10 で「かなり楽である」，運動後が約 12 で「ややきつ
い」であった．つまり，エアロバイクの運動は，軽い有酸素運動
であったと考えられた．
計算課題である内田クレペリン検査では，認知課題のタイミ
ング（運動または運動なしの前後）に主効果が見られ，後の成
績が良かった．これは，短時間中に 2 回目実施することで，練
習効果があったと考えられる．柏原らの先行研究でも，同様に
2 回目の成績がよい傾向が示されている[4]．運動の有無につ
いても，柏原らの先行研究と同様に，運動有において回答数
が多く，有意傾向が見られた[4]．つまり，運動実施が計算課
題の処理に好影響を与えたと考えられた．
カラーワードストループテストでは，運動有無の要因におい
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1. はじめに
脳血管疾患系患者の内、リハビリテーション（以後、リハビリ
と記述）を必要とする患者数は運動器系に続いて多く、必要と
するリハビリ期間が長い。脳血管疾患者に対するリハビリプロ
グラムの中で特に重要視されているのが立ち上がり訓練であ
る．誤った立ち上がり方をすると身体に負担をかけ，転倒など
の事故を起こす可能性がある．また，立ち上がりのリハビリを実
施することで歩行能力も増大すると言われている[1]．
本研究では、患者が正しい立ち上がり方を理解した上で，
一人でトレーニングすることを可能とするバランス Wii ボードを

図１．システム構成

用いたトレーニングツールを提案する．

2.2 トレーニング内容

バランス Wii ボードを用いたリハビリの関連研究に、運動器

脳血管疾患における主な障害としては片麻痺と高次脳機

機能のリハビリ支援を目的とした安価な身体動揺解析技術[2

能障害に分かれる。片麻痺の場合、麻痺している側の筋肉が

やテレビゲームをリハビリに適用する研究がある[3]。しかし、こ

弱くなっていることから、そちらの側に身体が傾いてしまう。ま

れらの研究では、立ち上がり動作の分析やトレーニングは考

た、筋緊張異常により、手や足が引きつってしまう症状だけで

慮されていない。

なく、時には上体の筋肉が痙縮してしまうこともある．そのよう

本論文におけるトレーニングツールは、足下と臀部下にそ

な障害があっても安全にベッドから立ち上がり、再び座れるよ

れぞれ置いたバランス Wii ボード２台を用い、各バランス Wii

う、トレーニングを以下の８つのステップに分ける。各ステップ

ボードにおける重心の移動と荷重変化を基に、着座状態から

における患者の誘導画面を図２ (1)から図２ (4)に示す。

直立状態、そして再び着座状態に戻る一連の流れをトレーニ

ステップ１：着座状態で上半身の左右バランスを整える。

ング可能としている。

ステップ２：座った状態のままで、膝を足首より前に出す。
ステップ３：座った状態のまま、上半身を前屈させることで臀
部を持ち上げる。

2.システム概要
2.1 システム構成

ステップ４：臀部が持ち上がった状態で立ち上がる。

本トレーニングツールは、図１に示すように PC と Bluetooth

ステップ５：直立し、左右のバランスを取る。

で接続されバランス Wii ボード２台から構成される。各バランス

ステップ６：上半身を少し前傾させ、親指側に少し荷重を移
動させる。

Wii ボードは臀部下および足下に設置され、圧力の分布を測
定する．PC では、各バランス Wii ボードから送られてきた圧力
分布データから重心の移動および荷重変化を求める。また、

ステップ７：着席する。

それらを利用して、次節で示すトレーニング指導を行う。

ステップ８：上体を起こす。
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(2) ステップ２：１名の被験者を除き、膝を前に出すことで足下
の重心が Y 軸方向に＋４以上（前方向）に移動していること
から、臀部下の Y 軸の重心が＋３以上変化し、３秒間維持
された場合を判定条件とする。
(3) ステップ３：お尻が浮き上がるまで上体を前屈するように指
示したが、ほとんどの被験者が完全にお尻を浮かせられず、
臀部下の過重が最大で 17kg となっていた。このことから、臀
(1)ステップ１＆２

部下の荷重が 20kg 以下を３秒間維持された場合を判定条
件とする。
(4) ステップ４：状態判定は行わない。
(5) ステップ５：左右のバランスを取るようにすることから、この
判定条件は実験データからではなく、足下の重心が X=±３
の範囲を３秒間維持された場合を判定条件とする。
(6) ステップ６：上体の前屈により全員の足下の重心が Y 軸方
向に＋３以上移動していることから、足下の重心が Y 軸方

(2) ステップ３＆４

向に＋２以上変化し、３秒間維持された場合を判定条件と
する。
(7) ステップ７：状態判定は行わない。
(8) ステップ８：上体を起こした際、前被験者の臀部下の重心
が Y 軸上をマイナス方向（後ろ方向）に移動している。最も
少ない者で－３であったことから、臀部下の Y 軸の重心が
－２以下変化し、３秒間維持された場合を判定条件とする。
(3) ステップ５＆６

4. まとめ
本稿では，足下及び臀部下に配置したバランス Wii ボード
から取得した圧力分布情報を基に、脳血管疾患患者を主な
対象として、着座状態から直立状態、再び着座状態に戻るま
での一連の動作をトレーニングするツールについて説明した。
トレーニングは８つのステップに分け、判定値は健常者による
実験データを基に設定していることから、改めて脳血管疾患
患者に対してデータを取得し、トレーニングステップ数および

(4) ステップ８

判定値の見直しをする予定である。

図２．誘導画面例
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べる。各判定条件は、５人の被験者（健常者）に前出の８つの
ステップの動作をしてもらい、その時の重心移動および荷重
変化を基に全被験者に共通している範囲を基準に少しゆとり
を持たせた値とする。重心の値は、バランス Wii ボード独自の
単位を用いた。X 軸は±20、Y 軸は±12 である。
(1) ステップ１：左右のバランスを取るようにすることから、この
判定条件は、実験データからではなく、臀部下の重心が X=
±３の範囲を３秒間維持された場合とする。
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レセプトシステム連携ソフトによる患者診療報告作成の試み
○八幡勝也
医療法人 住田病院

A trial of out patient clinical report by medical prescriptiom related system
○Katsuya YAHATA
Sumida Hospiral

ソフトウェア：MI_CAN Ver1.2.0.6

1. はじめに

https://www.orca.med.or.jp/mican/installer_manual.

日本医師会は、1970 年代からサンヨーとレセプトシス

html

テムを開発し、診療所を始めとする医療現場の IT 化を進

2.2 試用手順

めてきた。しかし、次第に企業色が強くなり、日本医師会

日レセシステムより、2015 年 3 月分の社会保険

z

と共同で開発した経緯は忘れさられた。

と 国 民 保 険 の レ セ プ ト 電 算 デ ー タ

1997 年医療情報ネットワーク推進委員会にて「医師会
総合情報ネットワーク構想」
（1997 年 情報化検討委員会）
を構成するツールの一つとして認められた日本医師会の

(RECEIPTC.UKE)を USB にコピーする。
z

上記レセプト電算データ(RECEIPTC.UKE)を試

z

MI_CAN の各種機能でデータを作成する。

用システムにコピーして MI_CAN で取り込む。

研究事業プロジェクトである。2002 年から「日医標準レ
セプトソフト(略称：日レセ、ORCA)」をオープンソース
として公開し、2015/4/15 現在 13,506 医療機関で運用さ

MI_CAN には以下の機能がある。(図 1)

れている。(2013/10/1 時点で「病院」8,540 施設、「一般

データ入力

診療所」 100,528 施設)

・ 日レセシステムからのオンラインでのデータ入

この日レセに連携するソフトウェアが開発され、その中

力

に ORCA に連携して紹介状作成する MI_CAN が 2014 年

・

8 月に公開された。MI_CAN は、紹介状・診断書の作成

レセプト電算データ(RECEIPTC.UKE)の読み
込み

だけではなく、医療連携用のデータ作成機能を持ち、電子
・

カルテ等の HIS（Hospital Information System：病院情

検査データの読み込み

データ出力

報システム）をもたない中小規模の医療機関においても地

・

域医療連携に参加できる環境を提供する。

文書作成
¾ 診断書

当院では、レセプトシステムで ORCA を利用している
が、データの 2 次利用の方法を検討してきた。その中で、
レセプトデータを使って毎月のサマリーに使えないか検
討した。

¾ 紹介状
・

CSV データ出力

・

コピー&ペースト

・

連携用データの作成
¾ HL7 ファイルの出力

2.方法
上記のうち、文書作成及びコピー&ペースト機能を試用

当院の本年３月のオンラインレセプト電算データ

した。

(RECEIPTC.UKE)を元にして、別に準備した MI_CAN

2.3 結果

システムを用いて患者サマリーを作成した。

必要とする個人を特定するためには、検索機能を用いて

2.1 試用システム概要

絞り込むこととなる。

ハードウェア：レッツノート CF-W4

利用可能な項目としては、「病名」,「診療」,「投薬」,

OS:Windows8.1

「検査」,「注射」,「禁忌」,「画像」などがある(図 2)。
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昨年から、診療報酬請求は日単位で管理されているので、
処方や診療行為は日単位となっている。よって、サマリー
を作成するとしても、30 日全ての診療内容を確認しなけ
ればならない。実際には代表的な日の診療内容で作成して
いくこととなる。病名は、基礎的な内容を表示することが
可能だが、古い病名もあるので、これを整理する作業が生
じる。
一連の作業を終えて、PDF を作成した結果を図 3 に示
す。

3.まとめ

図 1 MI_CAN の機能

レセプトデータを元にサマリーの作成を試みた。ただ単にデ
ータを収得しただけではなく、患者一人一人の編集作業があ
り、効率良く行うためには、さらなるシステムで系統的処理が
必要である。

参考文献
[1]

日本医師会総研: 電子紹介状作成ソフト MI_CAN、
https://www.orca.med.or.jp/mican/, 2015/5/8

図 2 項目入力

図 3 作成したサマリー例
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お薬手帳を利用したがん化学療法シールの評価
ファーマコカンファレンス城南 薬薬連携部会の取り組み
○髙橋郷 1)、小川千晶 1)、矢田部恵 1)、大橋養賢 1)、近藤直樹 1、2)、大里洋一 1)
村田勇人 3)、安川元晴 4)、日浦寿美子 5)、野村充俊 5)、植草秀介 5)、鈴木義彦 6)
加藤裕芳 5)、谷地豊 1、2)
1)

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 薬剤部
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 臨床研究・治験推進室
3)
クオール薬局 港北店
4)
クローバー薬局
5)
東邦大学医療センター大橋病院 薬剤部,
6)
帝京大学 薬学部 臨床薬学講座実務薬学研究室

2)

A trial of out patient clinical report by medical prescriptiom related system
○Gou TAKAHASHI1), Chiaki OGAWA1), Megumi YATABE1),
Yasukata OHASHI1), Naoki KONDO1,2), Yoichi OSATO1), Hayato MURATA3), Motoharu
YASUKAWA4), Sumiko HIURA5), Mitsutoshi NOMURA5),
Shusuke UEKUSA5), Yoshihiko SUZUKI6), Hiroyoshi KATO5), Yutaka YACHI1,2)
1) Department of pharmacy, National Hospital Organization Tokyo Medical Center.
2) Clinical Trials Office, National Hospital Organization Tokyo Medical Center.
3) QOL Pharmacy Kohoku Store.
4) Clover Pharmacy.
5) Department of pharmacy, Toho University Ohashi medical Center.
6) Faculty of Pharma Sciences, Teikyo University.
Keywords: cancer chemotherapy；community-hospital pharmacists collaboration；medical cooperation；medicine notebook
キーワード: がん化学療法, 薬薬連携, 医療連携, お薬手帳

該患者がどのような目的で、どのような治療を受けている

緒言

のかを理解することは困難であり、[1]適切かつ十分な患
近年、経口抗がん薬や支持療法薬の進歩、さらに外来化

者指導を実施するためには、病院薬剤師と保険薬局薬剤師

学療法加算や急性期医療における入院医療費の包括化の

双方が連携して、治療に関する情報を共有することが必要

導入などの理由から、抗がん薬治療は外来で実施されるこ

不可欠である。実際、東京医療センターにおいても、経口

とが多い。外来治療における注射抗がん薬は、医師・薬剤

抗がん薬の院外処方箋発行率は 85％を超えており(2014

師・看護師など多職種が介入し、患者情報を共有しつつ、
万全な安全管理体制のもと投与されている。その一方で、
注射抗がん薬に併用される経口抗がん薬や支持療法薬は、
病院薬剤師による十分な監査体制のもとで行われている

年度実績)、近隣の保険薬局との連携を構築することは急
務である。
そこで我々は、東京城南地区(主として目黒区、世田
谷区、品川区)の中小病院と保険薬局の薬剤師を対象とし

施設は少ない。注射抗がん薬と併用する経口抗がん薬の投

て、研修会「ファーマコカンファレンス城南」を開催し、

与スケジュールは、多くの場合、がん種により異なってお

地域を巻き込んだ経口抗がん薬の医療連携荷関する様々

り、服用期間のみならず、休薬期間も様々である。また、
併用する注射抗がん薬によって、発現する副作用プロファ

な取り組みを行ってきた。[2]
我々のこれまでの取り組みの中で、がん治療における医

イルが異なるため、治療開始前には十分な患者説明が必要

療連携において取り組むべき優先順位の高い課題として、

不可欠である。しかしながら、経口抗がん薬を含む処方が

「1」治療情報、患者情報が不足していること、「2」薬

保険薬局で調剤される場合、その処方箋の情報だけでは当

局と病院の連携が不足していること、「3」医療連携が理

107

髙橋 郷

1132

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

解されていないことなどの項目が列挙された[3]。

3) がん化学療法シールについての評価

今回は、それらの課題のうち、「1」治療情報、患者

平成 26 年 11 月 27 日に開催された第 27 回ファーマコ

情報が不足していること、「2」薬局と病院の連携が不足

カンファレンス城南の参加者に対して、作成したがん化学

していることを解決するための方法を検討した。そして、

療法シールの内容についてのアンケート調査を実施し、そ

病院から保険薬局に伝達すべき情報について、病院薬剤師、

の内容について評価した。アンケート調査内容は Fig.1 に

保険薬局薬剤師が合同でディスカッションを行い、がん化

示す。

学療法シールを作成した。今回は、その評価を行ったので

結果

報告する。
1) 病院・保険薬局双方の情報伝達手段の検討

方法

第 23 回ファーマコカンファレンス城南の参加者は 57 名であり、
その内訳は病院薬剤師 26 名、保険薬局薬剤師 31 名であっ

1) 病院・保険薬局双方の情報伝達手段の検討
平成 26 年 5 月 22 日に開催された第 23 回ファーマコカ

た。アンケートの回収率は 100%であった．病院・保険薬局双

ンファレンス城南の参加者に対して、病院・保険薬局双方

方の情報伝達手段についてのアンケート調査結果を Fig.2 に

の情報伝達手段についてのアンケート調査を行った。

示す。回答が得られた病院薬剤師 26 名、薬局薬剤師 31 名へ

2) 抗がん薬治療を受ける患者のお薬手帳に貼付するシー

の病院・保険薬局双方の情報伝達手段としてどのようなツー

ル内容についての検討

ルを使用したらよいかとの問いに対して、病院薬剤師の 80.8%、

平成 26 年 9 月 7 日に開催された第 26 回ファーマコカ

薬局薬剤師の 83.9%がお薬手帳の使用を選択していた。

ンファレンス城南において、スモールグループディスカッ

2) 抗がん薬治療を受ける患者のお薬手帳に貼付するシー

ション(SGD)形式で、病院・保険薬局双方の情報を共有す

ル内容についての検討

るがん化学療法シールの内容に関する検討を行った。4 グ

第 26 回ファーマコカンファレンス城南の参加者は 25

ループに分かれて SGD を行い、がん化学療法シールの記

名であり、その内訳は病院薬剤師 14 名、保険薬局薬剤師

載内容として、伝達する情報について病院薬剤師の視点と、

11 名であった。参加者を 4 グループに分け、それぞれの

薬局薬剤師の視点から意見を出し合い、お薬手帳に貼付・

グループで「お薬手帳を伝達ツールとして伝達する情報」

記載する情報内容のレイアウトを検討した。さらに、それ

について、病院薬剤師の視点と薬局薬剤師の視点に分けて

らをグループごとに発表し、総合討論を行った後、がん化

議論を行った。病院薬剤師の視点として出された意見を

学療法シールに記載すべき必要不可欠な情報を盛り込ん

Table.1 に、保険薬局薬剤師の視点として出された意見を

だ定型レイアウトを作成した。

Table.2 に示す。さらに、お薬手帳に記載すべき必要不可
欠な情報を盛り込んだ定型レイアウトを検討するうえで
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3) がん化学療法シールについての評価

意見出しされた内容を Table.3 に示す。これらの内容を踏

第 27 回ファーマコカンファレンス城南の参加者は 43

まえて作成したがん化学療法シールに記載する内容の定

名であり、その内訳は病院薬剤師 30 名、保険薬局薬剤師

型レイアウトを Fig.3 に示す。

13 名であった。アンケートの回収率は全体では 79.1%で
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あり、病院薬剤師 76.7%、保険薬局薬剤師 84.6%であった。

ることや、患者情報が病院から保険薬局に伝達できていな

がん化学療法シールについてのアンケート調査の結果を

いことが、これまでにも多く報告されている。[4~8] その

Fig.4 に示す。作成したがん化学療法シールより、がん種、

中で、病院から保険薬局への情報伝達のための有用なツー

治療レジメンの投与スケジュール、処方されている支持療

ルとして、お薬手帳をはじめ、化学療法治療カード、FAX、

法薬とその処方意図がわかると回答した。また、がん化学

Information and Communication Technology(ICT)、院

療法シールを使用したいかとの問いに対して、全員が「活

外処方箋に検査値やがん種を記載するなどといった取り

用したい」、
「どちらかと言えば活用したい」と回答した。

組みが報告されている。[5,6,8-14] 我々は、抗がん薬治療

そのほか、がん化学療法シールに対する意見としては

の医療連携における情報伝達ツールについて、数回にわた

Table.4 のような意見があげられた。

ってアンケート調査を行った。情報伝達のツールとしてど
のようなものを使用するのが適当か検討した結果、病院薬
剤師、保険薬局薬剤師ともに 80%以上が情報伝達ツール
としてお薬手帳が適当であると回答していた。同様に後藤
らが行ったアンケート調査においても、がん化学療法につ
いて病院から保険薬局へ情報を伝達する際のツールとし
て 83%がお薬手帳を使用していると報告されており、あ
らためてお薬手帳が情報伝達において、有用なツールであ
ると考えた[15]
抗がん薬治療に関連して、お薬手帳を駆使した報告が散
見されるものの、病院薬剤師と保険薬局薬剤師双方がその
成果を検討した報告は少ない。[16]このため、病院薬剤師
と保険薬局薬剤師が合同で SGD 形式による議論を行い、
お薬手帳を用いて伝達する内容を検討し、お薬手帳に貼付

考察

できるがん化学療法シールを作成するに至った。がん化学
療法シールの記載項目は、過去の報告において、保険薬局

抗がん薬治療において、医療連携が円滑に進まない問題

で患者指導時に必要不可欠と考えられていた項目をほぼ

点の一つとして、抗がん薬治療に関する情報が不足してお

髙橋 郷
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ケート調査において、回答者の 80%以上が、保険薬局で
患者に指導する際に必要だと感じている「がん種」、「治
療レジメンの投与スケジュール」、「処方されている支持
療法薬とその処方意図」をがん化学療法シールから理解で
きると回答していること、そしてがん化学療法シールを全
員が「活用したい」、「どちらかと言えば活用したい」と
回答していることから、がん化学療法シールの有用性は高
いものと考えた。
保険薬局薬剤師は、抗がん薬治療を受ける患者に対する
薬学的な介入を行う際、必要とする情報にがん告知の有無
をあげることが多く報告されている。[6,7]今回、我々が作
成したがん化学療法シールの運用では、告知されていなけ
れば、お薬手帳にがん化学療法シールを貼付しないことと
した。すなわち、がん化学療法ツールを貼付したお薬手帳
を持参した患者については告知がされていると判断がで
きると考えた。また、がん化学療法シールに対する評価を、
ファーマコカンファレンス城南に参加した 34 名を対象と
して行ったが、調査人数が少ないため、評価として不十分
である可能性は否定できない。また、がん化学療法シール
についての建設的な意見も多く寄せられたことから、今後、
がん化学療法シールを運用しながら、地域の薬剤師会など
を巻き込み定期的な改訂を行う予定である。
今後、抗がん薬治療における保険薬局薬剤師の担う役割
はさらに大きくなるものと考える。そのためにも、がん患
者に対して保険薬局薬剤師が懇切丁寧に患者指導を行う
ために必要な情報を、今回我々が作成したがん化学療法シ
ールを用いることによって、地域のがん治療における円滑
な医療連携を進めていきたいと考えている。また、がん化
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学療法シールを利用している病院、保険薬局を対象として、
医療連携に関する評価を行い、近隣の抗がん薬治療におけ
る医療連携の強化を図っていきたいと考えている。さらに、
ICT を駆使しつつ、利便性の向上も図っていく予定である。
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地域包括ケアにおける電子お薬手帳の可能性
患者処方歴を軸としたシームレスな地域医療介護連携の構築と
次世代薬局の役割

○島崎 肇
株式会社メディカルフロント

○Hajime SHIMAZAKI
Medical Front Co,Ltd.

2) 地域医療連携における薬局・薬剤師の役割拡大（かかり

【時代背景】
国民医療費が、平成 24 年度で、39.2 兆円となり、75 歳以上の
人口が 28%になる 2025 年に向けて毎年増え続ける現状にお

つけ薬局・薬剤師）による医療の質の向上と医療適正化への
貢献

いて、医療介護の全体最適化、いわゆる地域包括ケアの構築

『ポケットファーマシー』は、データーセンターに処方歴等を

を進めていかなければ、世界に冠たる国民皆保険制度が崩壊

一元管理し、スマートフォンや携帯電話やパソコンから、服用

する事は必至です。

薬情報やジェネリック情報を、いつでもどこでも閲覧できるクラ
ウド型電子健康手帳です。

全体最適化を図っていくためには、現場情報の連携による医
「保険調剤薬局」が本サービスを活用することで、携帯端末

療介護の効率化、適正化の追求だけでなく、セルフメデュケー

が「かかりつけ薬局」への水先案内人になり、保険調剤薬局発

ションの定着も欠かせません。
平成 24 年度から実施されている健康日本 21（第二次）の政策

の情報連携が実現します。

【電子お薬手帳開発の基本要件】

目標では，「健康寿命の延伸と健康格差の是正」，「生活習慣
病の発症予防と重症化予防」，「社会生活を営むための必要な
機能の維持および向上」，「健康を支え，守るための社会環境

最大のポイントは、患者処方歴／医薬品情報を軸とした連携ス
キームの構築ですが、以下の点を要件に開発を進めました。

の整備」，「栄養・食事，身体活動，運動，休養，飲酒，喫煙，
歯・口腔の健康に関する生活習慣および社会環境の整備」――

・普及率の高い携帯端末（電話）の活用
・患者の処方歴を蓄積するクラウドサービスの活用

などがうたわれています。
これらの目標達成のためのインフラ整備の一つに，「地域住
民が身近で気軽に専門的な支援・相談が受けられる民間の活
動拠点の整備」が挙げられています。今後の薬局薬剤師の存

・ジェネリックも含めた医薬品情報や、処方支援システムの活
用
・受益者負担による運営体制構築。

在価値にも関わるテーマです。

【電子お薬手帳開発の目的】
弊社は、このような時代背景において、以下の目的を達成す
るために、電子お薬手帳『ポケットファーマシー』というシステム
を開発しました。
1) 「国民が自らの健康・医療情報を電子的に活用可能にす
る全国レベルの情報サービス」の実現
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【ポケットファーマシーが提供する基本機能】

【患者処方歴を軸としたシームレスな医療・介護連携支
援機能】

・在宅での服薬指導の生産性が上がるとともに他職種や患者・

１．プライマリケアの一翼としての薬局支援

す。

家族とのコミュニケーションが促進され、指導の質も向上しま

・携帯版お薬手帳機能で、患者の薬局へのリピート率向上

３．地域包括ケア支援

につながります。

・患者薬歴・処方情報を切れ目なくリアルタイムタイムで管理

・【家族登録】機能で、家族の医薬品情報も管理することがで

できます。

きるため、１人の患者から家族の薬局利用を見込めます。

・入院前、退院後、再入院前の院外薬歴状況を切れ目なく

・メールの活用などで、来院時以外の患者とのコミュニケーシ

把握できることにより、患者への適切な診療を支援します。

ョンの機会が生まれます。
２．在宅医療連携業務率の向上、質の向上
・医療用薬品データベースを利用することで、 すばやく禁
忌チェックや重複投与チェックをすることが可能です。
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【今後の方向性】
地域包括ケアは、「顔の見えるコミュニケーション」が基本で
すが、担い手が限られている中で、今後ますます情報共有と効
率化が必要になります。
また、患者や家族の意識変革、つまりセルフメデュケーション
の定着を図っていくことも重要です。ポケットファーマシーでは、
①かかりつけ薬局化（薬局のプライマリケア支援）②在宅服薬
指導支援、③チームケアへの貢献、のための機能の充実を図
っていくと共に、④セルフメデュケーションの機能強化のために、
ＯＴＣとの飲み合わせやバイタル情報、検査情報、健診情報と
の連携機能も強化し、地域包括ケアを支えるシステムに発展さ
せることを目指します。
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病院前医療における 12 誘導心電図伝送の有用性
○川端下 好宏, 福江 靖, 波田野将光, 伊藤翔平, 太田友里絵, 中島和也, 渡邉武敏,
野村厚至, 広井知歳, 小池俊明, 小川哲史, 栗原秀行, 石原 弘
国立病院機構 高崎総合医療センター

Usefulness of the 12-lead ECG transmission in pre-hospital medical care.
○Yoshihiro KAWAHAKE, Yasushi FUKUE, Masamitsu HATANO, Shohei ITO, Yurie OTA,
Kazuya NAKAJIMA, Taketoshi WATANABE, Atsushi NOMURA, Shitoshi HIROI, Toshiaki
KOIKE, Tetsushi OGAWA, Hideyuki KURIHARA, Hiroshi ISHIHARA
National Hospital Organization Takasaki General Medical Center
Keywords: 12-lead ECG transmission, pre-hospital medical care
キーワード: 12 誘導心電図伝送, 病院前医療
要約：当院で運用中のドクターカーには、スマートデバイス型 12 誘導心電計が配備されている。ドクターカー出
動先で患者に胸部症状が確認された場合、12 誘導心電図測定を行い、記録を画像形式でメール添付し病院に
送っている。院内では救急医と循環器内科医が心電図を確認し、患者到着前に検査・治療の指示を出す事で、
治療達成までの時間短縮の可能性が示唆された。

ディシス社製）とアンドロイドタブレット・スマートフォンとなって

1. はじめに

いる（写真-1）。
急性冠症候群(ACS:Acute coronary syndrome)は、不安定

心電計は心電図ボックスと、胸部誘導と四肢誘導心電図ケ

狭心症、急性心筋梗塞、虚血による心臓突然死から成り、わ

ーブルから成り、心電図ボックス本体は 125.8×67.2×23.5mm

が国において罹患率、更に死亡率も高く、発症早期の治療が

と小型化されている。電源は乾電池による動作と、ＰＣとのＵＳ

その予後に影響する[1]。当院で運用中のドクターカーにおい

Ｂ接続動作時にはＰＣのＵＳＢ端子からの電源供給による動作

ても、ＡＣＳ症例を扱う機会もあり、病院前医療の特徴を活か

も可能となる。直接の商用電源接続は不要となっている。

すべく、患者接触直後での 12 誘導心電図測定と記録伝送を
行っている。心電図記録伝送により、病院到着後の検査と治

3.運用方法

療は効率的となり、病院前医療の特徴を活かせる重要な手段

ＡＣＳが疑われる患者接触時に、12 誘導心電図測定を行い、

であると推奨されている[1] [2]。しかし、病院前医療の現状は

記録を自施設に伝送する。先ず、患者の胸部６か所並び四肢

第一線の救急隊の多くが、12 誘導心電計を装備していない

４か所に電極を装着し測定を行う。測定記録は心電図ボックス

為、測定する事も出来ない。

から Bluetooth 接続されたタブレットへ伝送され、タブレット画

当院で行っている方式は、測定器とタブレット・スマートフォ

面上で波形観察が可能である。心電図記録開始後１０秒間の

ンのみで構成され、救急現場への普及に関しては費用面に

心電図波形が自動解析され、測定波形、解析結果、各種情

おいてはハードルは低いものと考えられる。しかし、専門治療

報とともにタブレットにＪＰＥＧ形式で自動保存される（写真-2）。

施設の協力が不可欠である為、地域全体の取り組みが必要と

これをタブレットよりメールに添付する形式で自施設に送信を

なる。12 誘導心電図と伝送方式が一般的な装備となれば、Ａ

行う。送信されたメールは、救急部医師、循環器内科医師に

ＣＳ治療において大変有用なシステムと考えられる。

より追認され、ドクターカー搭乗医師と状況確認等のやり取り
が交わされ治療開始に向けて準備が始まる。

2.機材構成
機材構成は、12 誘導心電計 ECG Explorer 500X2（三栄メ

117
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写真-2 12 誘導心電図波形記録

写真-1 心電図ボックス、胸部電極・四肢電極、タブレット

4.まとめ
Ａ Ｃ Ｓ 症 例 の 中 で 、 Ｓ Ｔ 上 昇 型 心 筋 梗 塞 (ST elevation

参考文献

myocardiai infarction : STEMI)は一刻も早い治療による再灌

[1]

流が必要とされている。そのＳＴＭＩ鑑別の為には、救急隊に
よる１２誘導心電図測定が推奨されているが、現状ではごく限
[2]

られた地域でしか標準装備化されていない。
今回私達が使用した 12 誘導心電計 ECG Explorer 500X2
（三栄メディシス社製）とアンドロイドタブレット・スマートフォンと
の構成は、シンプルで日常的に使用しているタブレット・スマ
ートフォンが、医療機器としての心電計として活用出来る事は
画期的な事と言える。医療施設で使用する一般的な 12 誘導
心電計は、サイズ的にもドクターカー・救急車の車内装備品と
は成り得ない。病院前医療において使用される機材は、機動
性が求められて来た。当該機種もその要件を満たすように小
型化されており、車内だけでなく患者の居る現場まで持ち出
すことも可能である。更に Bluetooth が内蔵されているメリット
は大きく、測定記録をモバイル機器へ保存出来る事、更には
そこからの伝送が可能な事は、医療システムを変革する可能
性を持っている。心電図伝送システムは数種類が開発されて
いるが、記録波形を専用サーバーに蓄積するタイプのものも
あり、各々特徴がある。私達が使用した本システムは、１２誘導
心電計本体とタブレットのみで、導入が容易であった。
医療的なメリットとして、病院前医療に１２誘導心電図伝送
を取り入れる事で、患者接触早期から病院収容、再灌流まで
の効率化が図れる。特に STEMI 症例における、病院前医療
開 始 か ら 再 灌 流 ま で の 時 間 (first medical contact
(FMC)-to-device time)の短縮の可能性が示唆された。

2.結語
病院前医療に、12 誘導心電図伝送を取り入れる事で、医
療的な効率化が図れ、STEMI 症例においては再灌流時間ま
での短縮の可能性が示唆された。

川端下 好宏
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セキュリティの高さと低導入コストを両立させた
モバイル遠隔医療診断システム『XMIX』の開発
○今津 研太郎*,津村 忠助**,廣瀬 隼***,木暮 祐一****,宇宿 功市郎***
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Development The Mobile Telemedicine System "XMIX" with High Encryption
and Low Introduction Cost
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キーワード: スマートフォン、遠隔医療、脳卒中、セキュリティ、低導入コスト

トの解決が求められることになる。医療機関における医療情報

1. はじめに

の取り扱いは厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に
へき地や離島などの医療機関においては、急患発生時、そ

関するガイドライン」（以下ガイドライン）[1]において、患者情報

の処置に専門医の対応が必要にな場合、対応が困難であり、

等のデータの取り扱いやセキュリティに関し、VPN やユーザア

外部の専門医の協力を求めて搬送せざるを得なくなる。しかし

クセス等の管理責任などの細かい指針が示されており、専用

ながら、そうした場合に、遠隔医療システムを利用して医療情

のルータやサーバ、回線契約、データアクセスするユーザ管

報を共有しながら専門医の協力を得て処置を行えるのであれ

理など様々な条件が課されている。さらに電子カルテとの連携

ば、時間も短縮されへき地医療の質を上げることができる。し

をはじめ、さまざまなデータ連携を行うシステムは、結果的に

かしこうした医療知識の補完を目的とした遠隔医療システムの

高額なコストが必要になり、遠隔医療を最も必要としているへ

導入は進んでいない。その理由の一つは医師法 22 条に定め

き地の医療機関では導入は現実的に不可能となってしまう。

られた、対面診療を原則とした壁である。さらにもう一つは、遠
隔医療システムを利用する場合の患者情報の取扱等におい

そこで、本件は導入コストを限りなく下げことを目的に、各医

て求められる「セキュリティの高さ」とそれに関わる「導入コスト」

療機関等がすでに導入している医療情報システムに iOS を用

といったシステムの壁がある。

いたスマートデバイス用専用システムをアドオンして利用可能

医師法の壁においてはさしあたって、患者と対面する医師の

で、その提供方法においても AppStore などからアプリケーショ

責任の下で医師間の知識の補完を行う遠隔医療行為（コンサ

ン導入するだけで容易にセキュアな環境を構築し医療情報を

ルテーション）であれば可能と考える。また先日厚生労働省が

共有できる遠隔医療システムのである『XMIX』を開発した。

遠隔システムによる医師の処置を認める方向であるとの見解

2. XMIX のセキュリティ

も示している。したがって今後医師法の壁の問題は解決に向

本システムのベースを構築しているセキュリティ技術はモバ

かうことが期待できる。

イルデバイス同士で、セキュアに情報をやり取りできる独自の
そこで、もう一点の医療現場に求められるセキュリティやコス

119

今津 研太郎

1135

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

ソフトウェアを構築しネットワークを通して、情報をやり取りでき

で高速で且つセキュリティを担保した上での時間や回数設定

る仕組みを実現していることにある。このセキュアなソフトウェ

条件下のオフライン状態での利用を実現している。このため、

アネットワークは、ガイドラインで指示する医療情報をやりとり

なりすまし、ハッキング、及び悪意のある者によるＵＳＢ等のデ

できる環境構築を、通常のインターネット回線だけで実現でき、

バイスへの保存といった行為があったとしても、情報を漏洩さ

従来は専用の回線やハードウェア等に依存したいた遠隔医

せることがない。また結合ファイルは外部から付与・削除でき、

療システムのコスト障壁を大幅に下げることが可能になる。

一定の期間を経て自動消去させるため、紛失時の情報漏えい
対策も立てられている。XCOA の活用により本システムは通常

遠隔医療用アプリはオープンソースをベースとした Osirix な

ハードウェアで行っているセキュリティの担保を、データ流通

ど、すでに多数のものが登場し、わが国の一部医療機関等で

の管理や有効期限の機能をソフトウェアにおいて実現し、低コ

も活用されている事例がある。しかし、ガイドラインを満たすセ

ストかつ高いセキュリティを実現することができた。

キュリティを確保するためには専用システムを構築することが
望ましいと考えた。また、小規模な医院等でも導入しやすいよ

そこに加えて本システムでは専門医や担当医が出先の

うコストをできるだけ抑えるために、機能は最小限にと留めると

iPhone や iPad で対応する等のモバイルデバイスの活用が前

共に、院内の電子カルテや医療情報を扱う PC 等では、既存

提となっているため「盗難・紛失」への対応も施した。通信経路

の電子カルテシステム等をそのまま活かし、当システムの PC

は SSL により暗号化されているため、一般的に通信データの

側アプリケーション（ツール）をインストールし、簡単なマウス操

盗聴は難しいが、端末盗難の危険が考えられるため、DICOM

作で、離れた場所に居る専門医の手元の端末（iOS デバイス）

データなどのあらゆる医療情報は、サーバ上および各自の端

に必要な情報だけを共有閲覧できるシステムを目指した。また

末内で暗号化され、例え一時的にファイル化する必要がある

端末間はソフトウェア上で VPN 接続することで結び、専用のサ

場合でも暗号化状態でファイル化し、本システム以外での表

ーバ上で情報を扱うクローズドなシステムにすることで十分な

示をできないようにした。更に端末に保存されたデータは一定

セキュリティを確保するものとした。

[4]

時間経過後には削除するなど、データにアクセスできないよう
になっている。これにより通信回線を盗聴されたり、端末の内

本システムで扱った患者情報のデータは、CT や MRI で使

部を見られたとしても判読できない仕組みとなっている。

われている医療における共通規格である DICOM フォーマット
で記述されているが、対象としている脳卒中のＣＴ画像情報に
も個人情報が付与されていることから機密性が高く、情報の伝
達には厳しい管理が必要とされる（ただし実際にはオペレーシ
ョンでデータを匿名にすることで安全性をより高めている）。
本システムに用いている暗号処理には、有限会社 TRIART
社が保持する XCOA(クロスコア)というセキュリティ技術を応用
することで、ガイドラインに必要とされているセキュリティをソフト
ウェア上で確保することを実現させた。
この XCOA は、通常では専用の機器を利用する VPN など
のネットワーク接続をスマートフォンのアプリケーションの中で
ソフトウェアにより実現することで、端末単体でのセキュアな通
信の確立を実現させる技術である。また情報発信側の病院が
保有するデータは分割・送信する仕組みをとっており、これに
より一部のデータだけを傍受されても内容を知ることができず
送信時のセキュリティが担保されるほか、分割することでサー
ビス利用に必要な容量単位を小さくすることができるため、通
信インフラがわが国ほど整備されていない発展途上国や、電
波状況が悪い山間部等の通信環境においても迅速な情報の
閲覧を可能とさせている。情報受信側端末で受信した後も、
受信データだけでは情報を閲覧することができず、端末認証
後に付与される鍵となるデータがあって初めてデータが複合
化、結合され本来求めているデータを閲覧することができるよ
うになる。さらに端末内部に権限管理処理システムを設ける事
今津 研太郎
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3. XMIX による脳卒中対
に
対応
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ング
グして表示するこ
ことで、医療用モ
モニタと同様の
の質の高い読影
影
環境
境を構築した[6]。

脳卒中にお
おいては 90 分以
以内に t-PA 治療を行なうこと
治
とがで
きれば、死亡・・高度障害のリス
スク大幅に下げ
げることができる
る。こ

本システムはアプ
本
プリ化し、AppSttore からダウン
ンロードすること
と

のため脳卒中
中対応においては発症した地点
点に近い医療機
機関

が可
可能で、事前に
に発行されたアカ
カウントを用い
いて対応が可能
能

において迅速
速に対応すること
とが求められている。しかし専 門医

にな
なる。

が不在となる時
時間帯や、専門
門医が常駐していないへき地で
での
医療現場にお
おいては、急患が
が来院してから
ら短時間で病状
状を診
断し、治療を行
行えないていな
ないという現状が
がある。へき地の
の病
院から都市部
部へ患者の救急
急搬送を行ってい
いる自治体が多
多く
存在しているが
が、搬送中に致
致命率はどんどん下がっていく
く。

(図 1.XMIX 利 用画面例）

4.2.システム連携
携イメージ
(図 1.t-PA
A 治療と時間）[3]
本システムは受入
本
入病院と指示病
病院の間で暗号
号化したデータ
タ
を一
一時的にクラウド
ドに保存すること
とで共有する。
の試作版を 2012 年 2 月に構
構築し、2012 年 6 月
本システムの
から 2013 年 5 月までの間、阿蘇中央病院（現、阿蘇医療
療セン
ター）と熊本大
大学医学附属病
病院の専門医間で実証実験
験を行
った。阿蘇地方
方においては専
専門医不在で、
、これまで脳卒
卒中の
患者受入がで
できず、熊本市内まで搬送して
ていたが、その 所要
時間は少なくと
とも 60 分程度か
かかり救命率が
が低かった。しか
かし本
システム導入に
により 1 年間で
で 15 例の現地に
による脳卒中治
治療を
行うことができ
きた。実証実験の成果を元に、
、本システムを製
製品
化し『XMIX：エ
エクスミクス』と命
命名し、2014 年 6 月から熊本
本大学
医学附属病院
院を中心とした 7 病院に活用範
範囲を拡大し運
運用を
続けている[5](22015 年 1 月時
時点)。

4 シス
ステム概要

(図
図２.XMIX システ
テム連携図）

4.1.iOS デバ
バイス上で動作
作する DICOM
M ビューア

本システムを利
本
用した対応のフ
フローを（図３）
）に示す。患者
者
が受
受け入れ病院へ
へ運ばれたのち
ち、CT や MRI などから得られ
な
れ

本システムは
はモバイルデバ
バイス上で DICOM を閲覧する
るビュ

た DICOM
D
データを
をツールでアッ
ップロードする（P
PACS サーバと
と

ーアとして動作
作するが、本シス
ステムは DICO
OM データを閲
閲覧で

の自
自動連携も可能
能）。

きる専用ツール
ル上で展開され
れ、前述のように
に DICOM デー
ータは

DIICOM データは
はアップロードす
する前に暗号処
処理され、あら
ら

端末内部にお
おいても暗号化
化されており、一
一度も複合ファイ
イルと

かじ
じめ登録された指
指示病院の専門
門医の iOS 端末複数へ呼び
端
び

して存在する事
事がない。さら
らに一定時間経
経過後はデータ
タが削

出し
しを行い、最初に
につながった医
医師とデータを共
共有しながら診
診

除される仕組 みとなっている
るため端末の紛
紛失や悪意のあ
ある利

断の
の補助を受ける
る。その際に iO
OS 標準の通話
話アプリである
る

ータ流出を考え
える必要はない
い。
用等によるデー

Facetime によるビデ
デオチャットも同
同時に行うことが
が可能である。
また DICOM
M 画像を表示す
する場合、iPad や iPhone のデ
ディス

本システム利用に
本
により専門医師
師が学会や休日
日などの理由で
で

プレイを医療用
用ディスプレイ
イと同等の表示になるようフィル
ルタリ
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不在の場合で
でも、外出先からの対応補助が
が可能になり、 その

テム
ムを利用した際の
のオペレーショ ンには IT の知
知識や訓練され
れ

指示で解決す
する状態であれば現場の医師が対応できるた
ため、

た体
体制を少なからず
ず必要とする。

医師の拘束時
時間を開放する
るという点で業務
務の負担を下げ
げるこ

また脳卒中に対応
応できる専門医
医の確保をどうやって行うか。

とが可能になる
る。

独の医療機関だ
だけでなく、地域
域で他の医療機
機関と連携して
て
単独
いく必要もがある。有志に依存し
した集め方では
は普及には至ら
ら
い。現段階では
はこうした問題を
を解決するには
は、医療機関や
や
ない
専門
門医の参加型ク
クラウドベースの
のサービスでマッチングできる
る
仕組
組みなどが有効
効だと考えられる
るが、離れた場
場所で対応する
る
専門
門医の労働対価
価をどうやって実
実現するのか、
、どこで回収す
す
ることができるのか
かといった、診療
療報酬に関わる
る問題があった
た
療行為対応の見解をうけ、遠隔
隔
が、厚労省の遠隔医療への医療行
療システムは普及
及を迎えるので
ではないかと考え
えられる。
医療
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5.システム
ム導入の成果
果
本システムは
は 2014 年 6 月より熊本県の
月
6 病院に導入さ
され、
脳卒中対応の
のシステムとして
て展開されており
り、以降同年 111 月
の段階までで 49 件の脳卒中
中対応に利用さ
された。通常脳
脳卒中
てから発見される
るまでにすでに
に一定時間が経
経過し
患者が倒れて
ているため、医
医療機関に運ば
ばれた時点では
は緊急対応で 処置
を行わなければならない状態
態になっている。
。しかしタイミン
ングが
関の専門医が不
不在であれば、治
治療が遅れるこ
ことで
悪く医療機関
患者に重篤な
な障害が残る危
危険性が高まる。しかし本シス
ステム
を導入すること
とで外出してい
いる医師や他の病院の医師に 診断
支援を依頼で
できるため、これ
れにより患者の障
障害リスクを下げ
げるこ
とができると期
期待される。

6.今後の
の課題と考察
XMIX によ り、導入障壁の
の非常に低い遠
遠隔医療システ
テムを
対応成果を上げることに成功
功した。こうした仕
実現し多くの対
仕組
みが全国に展
展開することで、多くの脳卒中患者を救うこと
とがで
きると期待でき
きるが、現サービ
ビスではシステ
テムの展開が容
容易で
はないのが現
現実である。医療
療機関側の情報
報リスクへのデ
データ
流出への懸念
念のため導入を
を見送る場合も多
多い。また受け
け入れ
病院のオペレ
レーション訓練を
を誰が行うかなど
どの問題や、本
本シス
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3D カメラを利用した表情の収集による
ストレス評価システムの開発
○今津 研太郎*, 廣瀬隼**,木暮 祐一***,宇宿 功市郎**,
*熊本大学大学院医学教育部博士課程,有限会社 TRIART
**熊本大学医学部附属病院医療情報経営企画部
***青森公立大学経営経済学部地域みらい学科

Development of Measurement Sytem for Stress related Vital Infomation and
face expressions Detected by 3D camera.
○Kentaro IMAZU*, Jun HIROSE**, Yuichi KOGURE***, Koichiro USUKU**
*Graduate School of Medical Science, Kumamoto University,TRIART,INC.
**Department of Medical Information Science and Administration Planning,
Kumamoto University Hospital
***College of Business Administration and Economics, Aomori Public University
Keywords: 3D Camera, Realsense, Vital Sensing, Facial Motion Capture
キーワード: 3D カメラ, リアルセンス ,生体情報, 表情モーションキャプチャー
が難しく、そのデータを厳密に「ストレス」として評価するのは

1. 開発に至った背景

困難であると考える。また、対象者が測定時にどういった行動
メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数

をしていたのかという情報や、日常の業務上の肉体的なストレ

50 人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付

スなども同時に収集し相関関係を把握しなければストレスの特

ける労働安全衛生法の改正が 2015 年 12 月から施行される。

定は難しいと考えた。

労働安全衛生法第 66 条、労働安全衛生規則第 44 条では、
「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一

そこで、我々は補助的に３Ｄカメラ（3D センシングデバイス）
を用いて、表情や動作などの人体の振る舞いを細かく収集す

回、定期に（中略）医師による健康診断を行わなければならな

ることを試みた。主に 3D カメラは、コンピュータへ命令を送る

い」となっており、企業は健康診断と同等に全従業員へのスト

ためのインターフェイスとしての役割を果たすために利用され

レスチェックに対する取り組みを求められることになる。しかし

る。すでにモーションキャプチャーを用いて人体の振る舞いデ

どの企業においても従業員のストレスチェックに対する具体的

ータ化する先行研究も多いが、同様に 3D カメラを用いること

な仕組みはこれから構築しなければならないのが現実であ

で、生活を把握するセンサーとしても利用できると考えた。

る。
こうした対策として、従業員に対する問診や業務実態などの

2.システムについて

調査を実施する必要がでてくる。そして対策が必要になった

本システムでは、Intel 社の Realsense Technology に対応し

場合には医師による対応や業務改善を検討しなければならな

た 3D カメラ(Creative F200)を利用した。

いが、現実的な問題として医師としても業務現場の管理者に

3D カメラでは、業務活動内における人体のふるまい、とくに

しても、従業員の業務における健康状態と業務負荷を定量的

表情の変化を映像として長時間収集し、感情の解析をおこな

に把握することができていない。。

うことができるシステムを考案した。

そうした中、AppleWatch などのバイタルデータを取得できる

3D カメラによる表情の収集と同時に、ウェアラブル心電計

ウェアラブルデバイスが登場するようになり、日常の健康状態

（ユニオンツール株式会社 WHS-1)も用いて心拍情報を取得

の把握に有効活用されていくと考える。これらウェアラブルデ

し、表情のモーションキャプチャーと心電計から取得されたバ

バイスに活用により、実質的なストレス量の把握は可能となっ

イタルデータのログを取得し、時間比較することで、任意の条

てきたが心拍のみの測定では、興奮としてのストレス検知がで

件における表情の特徴点座標とのかい離を、数値化、iOS デ

きても、感情としてそれがプラスなのかマイナスなのかの判定

バイス上のアプリケーションで可視化した。
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2.1 システム
ム構成
Ｓｅｒｖ
ｖｅｒ
・バイ
イタル集計
・表情
情の集計

ＶｉｔａｌＳｅｎｓｏｒ

PC作業者の
バイタル・表情取
取得
Ｒｅａｌｓｅｎｓｅ Ｃａｍ
ｍｅｒａ

管理者へ
ザ通達
要注意ユーザ

図 1 本シ
システムの構成
成

2.2 システム
ムの流れ
1.

PC にアプリケーシ
ションをインストー
ール後、PC 利 用者
心拍と、3D カメ
メラを通じて収集
集した顔の特徴
徴点を
の心
30fpps でモーション
ンキャプチャーを
を行った。デー
ータは
PC のローカルに一
一時保存し、設
設定した定期間
間隔で
ーバへ送信する
るものとした。
サー
図 3 iOS 表情ログ
グ統計表示アプリ

また
た補助的に Reealsense による
る心拍データの 計測
も行
行った。

3.

を実際の業務と照
照らし合わせて
て、「通勤後」や
データを
「食後」「資料作成」「残 業」など、どのよ
ような業務タイ
心拍や表情が変
変化したかを照
照らし合わせ、
ミングで心
社内の業
業務改善や従業
業員のメンタルケ
ケアに活用す
ることを目
目指す。

3.結果と
と考察
作業を行う従業
作
員の表情をモー
ーションキャプチャーすること
と
で、PC 作業中にお
おける業務中の
の成功や失敗と
といった機微な
な
情の変化や、時
時間的な変化を
を目で見える形に
に記録すること
と
感情
に成
成功した。これら
らのデータを長期
期的に取得し、業務内容など
ど
プリケーション画像
像
図 ２ アプ
2.

の活
活動ログと、キャ
ャプチャーデータ
タや脈拍などの
のバイタル情報
報
を照
照らし合わせるこ
ことで、作業の負
負荷や精神スト
トレスや業務に
に

iOS
S 端末上で動作
作する専用アプ
プリを開発し、統
統計

対す
する得手・不得手
手などの体調変
変化を判断し、業務に従事す
す

デー
ータを取得、閲覧
覧できるようにし
した。3D カメラか
から

るスタッフの精神的
的な負荷をいち
ち早く察知し、重
重症化させずに
に

得ら
られた顔の特徴
徴点座標と、座標
標から判断される
る表

ケア
アする仕組みが実現できると考
考えらえる。

情な
など情報の時間
間当たりの分布を
を集計し、時間ご
ごと

本システムは、ま
本
まだ試作段階に
にあり、今後は他のストレス計
計

の「心
心拍データ」「表
表情の特徴点座
座標」を集計、通
通常

測方
方法と比較検証
証を行い、システ
テムの有効性の
の評価を行うと
と

時と
とのかい離や、デ
データの解析か
からストレス量を
を評

共に
に、認識精度を高
高めていく。

価す
することができる
るものとした。
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ウェアラブル脈波計を用いたリアルタイム睡眠段階推定システム
○藤原 聖司*，永田 大地**，柏本 幸俊**，荒川 豊**
*大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム専攻, **奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

Real-time sleep state estimation system using wearable pulse wave sensor
○Masashi FUJIWARA*, Daichi NAGATA**, Yukitoshi KASHIMOTO**, Yutaka ARAKAWA**
*Advanced course, Osaka Prefecture University College of Technology
**Graduate School of Information Science, Nara Institute of Science and Technology
Keywords: Sleep State Estimation, Nap, Heart Rate Sensor, Machine Learning
キーワード: 睡眠段階推定, 短時間睡眠, 脈波センサ, 機械学習
要約：本研究の目的は，理想睡眠時間の取得による効果的な短時間睡眠の支援である．支援方法としては，
入眠時刻の推定を行い，理想的な睡眠時間の経過後にアラームを鳴らすことによってユーザの起床を促し，理
想的な睡眠を支援する．本研究では，短期睡眠時の入眠時刻を近年普及し始めた脈波計で推定することを目
指し，睡眠時の心拍と市販の機器で計測した睡眠段階を機械学習することで，心拍から睡眠段階を推定可能
なシステムを開発した．システム開発にあたり，今回は，生データを取得するため，ワイヤレスウェアラブル心
拍計も独自に開発した．被験者実験を通して，入眠時刻の推定は最大で誤差 10 分で推定可能であった．
よってユーザの起床を促し，理想的な睡眠を支援する．しかし

1. はじめに

ながら，短時間睡眠の支援，を目的とした研究はこれまでなく，
近年，不眠症などの睡眠障害を訴える患者や，睡眠に関す

それを対象とした睡眠計も販売されていない．例えば，心電セ

る悩みを持つ人が多く見られる．睡眠障害は作業効率の低下

ンサ，加速度センサ，圧力センサ等を用いて，睡眠状態の解

や居眠り運転による交通事故などを引き起こす恐れがあり，社

析を目的とした計測デバイスが多数提案されている[4]．これら

会的な問題となっている．そのため，眠気による睡眠効率の向

の計測デバイスは，夜間の長時間にわたる睡眠を対象とし，

上が望まれている．睡眠効率の向上には自身の睡眠状態の

解析に１セット以上の睡眠周期（レム睡眠→ノンレム睡眠→レ

理解が重要であり，先行研究では睡眠のモニタリングを行って

ム睡眠）が必要である．そのため，睡眠状態の推定は，ユーザ

いる研究が見られる[1]．しかし，生活習慣の変化に伴い，十

が入眠してから最低でも睡眠１周期（約 90 分）経過した後から

分な睡眠時間を確保することが難しくなっている．解決策のひ

可能になる．我々の研究室では，大手メーカーから発売され

とつとして，短時間の睡眠をとることが挙げられる．短時間睡

ているさまざまな睡眠計を購入して試しているが，２時間以下

眠を取り入れることによって，眠気による作業効率の改善につ

の睡眠ではまったく計測ができない，もしくは，計測できてもエ

ながると考えられている．短時間睡眠の効果についての研究

ラーとなることが多いことを確認している．そのため，短時間睡

や調査が盛んに進められており，短時間睡眠を推奨する研究

眠支援にこれらの市販デバイスを利用することはできない．

結果が報告されている[2]．短時間睡眠を取るにあたって留意

本研究では，入眠時刻の推定を行うために睡眠と関連性の

しなければならない点は睡眠時間の超過である．長時間の睡

ある生理指標として心電波形に着目している．近年，心拍計

眠を取ったことによって深い眠りについてしまった場合，起床

（脈波計）が内蔵された Apple Watch[3]やスポーツ腕時計など，

後の作業効率が優れないばかりか，夜間の睡眠習慣に悪影

安価でウェアラブルなデバイスが多数市販されており，心拍計

響を及ぼす可能性がある．すなわち，適切な長さの短時間睡

は身近なものになっている．そのため，これらの心拍計を活用

眠を取ることが最も効果的である．一般的に，目覚ましなどを

して短時間睡眠支援が可能になれば，実用性が高いと考えて

用いて起床を促すが，起床時刻はあらかじめ指定した時刻に

いる．ただし，これらのデバイスでは，光学センサを用いて，ユ

固定される．そのため，期待する睡眠時刻と実際の睡眠経過

ーザの脈波から心拍数を計算しており，その計算も内部で行

時刻が異なる可能性があり，不満足な睡眠につながる．

われていることから，心電波形や RR 間隔等の詳細なデータを

我々は，理想睡眠時間の取得による効果的な短時間睡眠

取得することはできない．

の支援を目的とする．支援方法としては，入眠時刻の推定を

そこで，本研究では，短時間睡眠支援に向けた心電波形を

行い，理想的な睡眠時間の経過後にアラームを鳴らすことに

計測可能なウェアラブル心電波形計測デバイスを開発し，そ
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こから得られた心電波形と機械学習を用いてリアルタイムに入

ングで除去した後に体動や咳を検出することで，睡眠の深さ

眠時刻を推定する手法を提案する．開発した心電波形計測

を推定する．

デバイスは，電極が内蔵されたベルトを胸部に取り付けること

しかし，体動は深い眠りが浅くなったときに起きるため，机に

で，ユーザの心電波形をリアルタイムにコンピュータでモニタリ

うつ伏せになって寝るような場合や，昼寝のような短時間の睡

ングすることができる．絶縁のために，心電波形計測デバイス

眠では体動が生じない．そのため，体動を用いた睡眠推定は

と PC は XBee による無線通信を行う．また，ノイズを取り除くた

ユーザの起床時には有効であるが，入眠時には適さない．

め，フィルタを設計した．機械学習に用いる学習データは，開

2.2 生体信号によるセンシング

発した心電波形計測デバイスで計測した睡眠時の心電 RRI

生体信号は脳波や筋電，心電，脈拍，発汗，呼吸などの生

（R-R Interval）と，市販の睡眠状態解析デバイスで得た睡眠

体現象をセンサにより数値化したものである．医学分野におい

状態のグランドトゥルースである．このデータを用いて作成した

て，睡眠検査には脳波や呼吸，体位，その他生体現象を測定

分類器に，ある時刻の心電 RRI を入力することで，その時刻で

する終夜睡眠ポリグラフ検査(以下 PSG)が一般的に用いられ

の睡眠状態を推定し，睡眠状態が覚醒状態から睡眠状態に

ている．PSG は専門の医師が測定したデータを時系列的に評

遷移した時刻を入眠時刻とする．

価することによって睡眠の質を高精度で推定でき，それにより

評価実験では，被験者 7 人に計 8 回，1 時間以上の睡眠1を

入眠時刻の推定も可能である．PSG は検査時に多数の電極

とってもらい，入眠時刻の推定精度を市販の睡眠状態解析デ

やセンサを装着する必要があり，また 8 時間以上の睡眠を要

バイスと比較した．その結果，誤差は最少で 3 分，最大で 10

するため，被験者に掛かる負担が大きい．加えて，検査には

分であった．解析結果を見ると，被験者の心拍数が 80bpm を

高価な専門機器や環境設定を行う必要があり，さらに睡眠環

下回ると，実際の被験者の睡眠状態にかかわらず睡眠状態で

境の変化が検査結果に影響を及ぼすことがある．

あると推定されていた．つまり分類器による睡眠状態の推定が，
心電平均 RRI 特徴量の影響を強く受けたためであると考えら

2.2.1 脳波
睡眠を計測する際，脳波計を使用することが一般的である．

れる．そのため，学習データを調整することでこの誤差を改善

しかし，脳波の測定には頭部に多数の電極を装着する必要が

することができると考えられる．

あるため，測定時のユーザに掛かる負担が大きくなり，日常的
な計測には適さない．

2. 関連研究

2.2.2 心拍

睡眠の標準的検査手法および可視化に関する既存研究に

これまでに，心拍変動や脈波間隔から睡眠状態を推定する

ついて以下で述べる．

方法が提案されている[8]．森屋ら[9]は腕時計型の脈波計

2.1 体動によるセンシング

センサを用いて睡眠状態を推定する手法を開発した．脈波間

何らかのセンサを用いて体動を検出し，睡眠の深さを推定

隔の周波数解析から得られる変動指標をリアルタイムにクラス

するアプリケーションが数多く提案されている．また，体動によ

タリングすることにより，睡眠状態を推定する．心拍は小型の

るセンシングは簡易で実装が容易であるため，広く普及してい

計測装置で容易に取得できるため，個人が日常的に計測を

る．Sleep Cycle[5]はスマートフォンに搭載された加速度セン

行うことが可能である．

サによって体動を検出し，ユーザの睡眠状態を推定し，眠りが
最も浅いときにユーザの起床を促すアプリケーションである．

3. 短時間睡眠支援システム

マット型睡眠計は圧力の変化をマットに内蔵された圧力セン

睡眠不足による集中力の低下などを防止するには，短時間

サで感知し，呼吸と脈拍，体動の検出によってユーザの睡眠

の睡眠を取得することが効果的であるが，実際に日常生活の

および覚醒の判定と睡眠の深さを導出する．マット型睡眠計

中で理想的な短時間睡眠を取得することが困難である場合が

は一般に市販されており，代表的なマット型睡眠計として

多い．職場等で睡眠を取る場合，眠環境の違いや，職場の規

TANITA 社製[6]のスリープスキャンがある．睡眠中の音に着

則などによって限られた時間内で短時間睡眠を取る必要があ

目し，睡眠の深さや質を推定する研究も行われている．Hao ら

るため，理想的な睡眠の取得が困難である．また，一度寝付く

[7]はスマートフォンアプリ iSleep を開発しており，アプリケー

と中々起床できなくなる不安を抱えることも考えられる．本研究

ションを起動した状態で寝具の近くにスマートフォンを設置す

では，ユーザの日常生活における短時間睡眠の支援システム

ることでセンシングを行う．スマートフォンに搭載されたマイク

の開発を目的とする．また，職場などでユーザが使うことを考

から睡眠中に生じる音をセンシングし，環境ノイズをフィルタリ

えた場合，一般的に入手しやすいデバイスを用いることが必
須である．従って，本研究で開発する睡眠システムの要件を

1

本来は短時間睡眠で評価を行いたいが，グランドトゥルース
を得るための市販睡眠計が短時間で動作するものが存在しな
いため，１時間寝てもらい計測している．
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入力

心電センサ

睡眠時刻推定
心電
波形

睡眠実験
覚醒時
心拍数
平均
心拍数
分散

睡眠
データ

出力

心電RRI算出
モジュール

アラーム

前処理モジュー
ル

画面表示

電極

計装アンプ
G=25

BPF
G=100

+
-

LED

分類器
学習データ

XBee

現在時刻
14:20
起きてください

睡眠時
心拍数
平均
心拍数
分散

入眠検出
モジュール

図 3 心電波形計測デバイスのブロック図

入眠時刻

図 1 システム構成

図 2 心電波形計測デバイスのプロトタイプ
図 4 心電波形計測デバイスの回路図
（要件１） 短時間睡眠の支援
提案システムの構成を図 1 に示す．提案システムは，心電 RRI

（要件２） 日常的に使用可能・安価なデバイスによる実現

算出モジュール，前処理モジュール，識別器，入眠検知モジ

（要件１）を満たすため，ユーザから取得した生理指標(脈
拍や心拍，呼吸，発汗など)を入力として入眠時刻を推定する．

ュールから構成する．まず，心電 RRI 算出モジュールでは，心
電波形計測デバイスで取得した心電より心電 RRI を算出する．

システムは推定した入眠時刻から理想睡眠時間経過後にユ

次に，前処理モジュールでは，ある時間ウィンド幅（以降エポ

ーザの起床を促す．これにより，睡眠時間の超過を防ぎ，かつ

ック幅と呼称）における心電 RRI の平均・分散を算出する．次

理想的な短時間睡眠を得ることができる．

に識別器では，事前に作成した学習データを用いて，算出し

（要件２）を満たすため，睡眠状態を推定する生理指標とし

た心電 RRI の平均・分散よりユーザの睡眠状態を推定する．

て，睡眠との関連性が高い心電波形を用いる．一般的に睡眠

出力として，一定期間ごとの睡眠状態の推定結果が得られる．

状態解析に用いられる生理指標は脳波であるが，脳波の計

学習データは睡眠時の心電 RRI とその睡眠状態が対になっ

測には大掛かりな装置が必要となるため，ユーザへの負担が

たデータセットで，市販の睡眠状態解析デバイスを用いて作

大きく，日常的な測定を行うことは困難である．先行研究では

成する．入眠検知処理では，期間ごとの睡眠状態の推定結果

脳波を用いずに睡眠との関連性の高い心電波形における R

を入力とし，入眠時刻を推定する．起床した状態である覚醒

波の間隔（以降心電 RRI と呼称）から睡眠状態を推定する方

状態から睡眠状態に移行した時刻を入眠時刻としている．以

法が提案されている[10]．心電 RRI は睡眠の深さおよび自律

上の処理により，最終的に入眠時刻が得られる．この入眠時

神経の活性状態との間に関連性がある[1]．本研究では，こ

刻より，ユーザの指定した時刻の経過後にアラームを鳴らしユ

の知見を利用し睡眠状態推定を行う．

ーザの起床を促す．

3.1 システム構成

3.2 心電波形計測デバイスの設計

提案システムでは，開発した心電波形計測デバイスで心電を

本研究で製作した心電波形計測デバイスを図 2，ブロック図

計測し，コンピュータ上で心電 RRI を算出し，心電 RRI を識別

を図 3 に，実際の回路図を図 4 に示す．心電波形計測デバイ

器で処理することで入眠時刻の推定を行う．また，入眠時刻よ
り一定時間経過後にアラームを鳴動し，ユーザに起床を促す．
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3.2.3 心電 RRI の算出方法

成する．まず，電極で取得される心電波形は微弱であるため，

心拍数の算出は，60 秒間の R 波の出現回数をカウントした．

アンプで心電波形を増幅する．計装アンプならびにバンドパ

具体的な R 波出現回数のカウント方法は次のとおりである．

スフィルタのゲインはそれぞれ 25 倍，100 倍で，心電波形は
2500 倍に増幅される．次に，心電波形には体動を中心とした

(1)60 秒間心電波形を計測し，バッファに格納する．

低周波ノイズやコンピュータや蛍光灯等の高周波ノイズが重

(2)R 波の個数を記録するカウンタ nr を 0 で初期化する．

畳している．そこでバンドパスフィルタを用いることにより，これ

(3)バッファに 0.5 秒のウィンドを適応し，そのウィンド内の
最大値を求める．

らのノイズの影響を低減する．バンドパスフィルタの低域遮断
周波数は 1.59Hz，高域遮断周波数は 159Hz である．次に，バ

(4)最大値が予め設定した閾値を超過した場合，その最大

ンドパスフィルタで処理した心電は，XBee 内蔵の AD コンバー

値を R 波のピークであるとし，nr をインクリメントする．

タを用いてデジタルデータに変換し，XBee を経由してコンピュ

(5)ウィンドを 0.5 秒移動し，(2)～(5)の処理をバッファの
終わりまで繰り返す．

ータに送信する．サンプリング間隔は 2[ms]とした．なお，心電
波形計測デバイスには LED を用いた心拍インジケータを実装

3.3 入眠時刻推定アルゴリズム

しており，LED が心臓の拍動にともなって明滅する．明滅によ

本システムでは，心電波形計測デバイスから得られた心電

って心電波形計測デバイスの動作を確認することができる．

RRI を用いて機械学習を行い，睡眠状態及び入眠時刻の推

3.2.1 ハムノイズの除去

定を行う．このときの学習モデルとして，学習・評価が高速な
Random Forests を用いた．

ハムノイズとは，交流 100V 電源の周波数である 50Hz もしく
は 60Hz の周波数を持つノイズのことである．心電波形計測デ

3.3.1 学習データ

バイスにはこのハムノイズを除去するためのフィルタ回路を実

機械学習を行うにあたって，睡眠時における心電 RRI がど

装していないため，ソフトウェア上でこのハムノイズを除去する．

の睡眠状態に関連しているかの情報を含む学習データが必

ハムノイズの除去アルゴリズムを以下に示す．

要となる．今回 TOSHIBA 社製の Silmee[13]を用いて学習デ
ータを作成した．Silmee は心電センサを胸部に装着し，心電

(1)ハムノイズ 1 周期分の FIFO を準備する．

波形を計測する．取得した心電波形は Android 端末に送信し，

(2)XBee から心電波形データを受信するたびに，心電波形
データを FIFO に格納する．FIFO への入力データ din と ，

Android 端 末 内 の メ モ リ に 蓄 積 す る ． Android 端 末 内 の

FIFO からの出力データ dout を用いて次式を計算する.

Android アプリケーションで蓄積した心電波形を解析し，それ
ぞれの時刻における心電 RRI と睡眠状態を表示する．これら

sum = sum + din - dout

(1)

をもとに学習データを作成した．

3.3.2 特徴量抽出

sum はハムノイズ 1 周期分の移動平均である．つまり，ハムノイ

心電波形データから睡眠状態の推定に必要なデータの特

ズ 1 周期分の移動平均を取ることによって，ハムノイズ成分が

徴量を抽出する．既知の知見として，睡眠状態では心電 RRI

相殺され，ノイズ成分が除去される．以上のアルゴリズムを図

が増加し，変動幅は小さくなる．そこで，本システムでの特徴

示したものが図 5 である．

量として心電 RRI の平均値と分散値を利用する．また平均値
心電波形
データ

FIFO

ー

を用いることでノイズや計測誤差による影響を吸収できる．以

sum
+

上の 2 つの特徴量は事前に決定したエポック幅で抽出する．

＋ ＋

本研究では，60 秒 1 エポックでの特徴量抽出を行った．

図 5 ハムノイズの除去アルゴリズム

4. 評価

3.2.2 無線モジュールを用いた心電波形計測デバイ
スの分離

評価実験を行うために，図 6 に示す実験環境を準備した．
実験はベッドを設置した個室で行った．

心電波形計測デバイスとコンピュータとの接続は USB ケー
ブル等を用いた有線で行うことが考えられる．しかし有線で接
続した場合，家庭用電源に由来するハムノイズによって正確
な心電波形の取得が困難となるだけでなく，万が一漏電した
場合，ユーザが感電する危険性がある．そのため，コンピュー
タと心電波形計測デバイスを電気的に絶縁することが必須で
ある．今回は無線通信モジュール XBee を用いることで，心電
波形計測デバイスを分離した．
藤原 聖司
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Sleep sensor
sleepscan,
TANITA

睡眠
ID

Sleep sensor
Silmee, TOSHIBA

1
2
3
3
4
5
6
7

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Heart rate sensor
t6d, SUUNTO

Developed
HR sensor

表 1 計測された睡眠一覧
データの有無
ユーザ
睡眠時間
ID
(分)
SleepScan silmee
62
69
69
121
122
125
64
59

×
×
×
○
○
○
×
○

○
○
○
○
○
○
○
○

予測結果

図 6 実験環境
睡眠状態
(Silmee)

4.1 作成した心拍計の精度評価
作成した心電波形計測デバイスを用いた心拍数の算出が，
入眠時刻推定に用いることができる精度に達しているかを実
験にて評価した．評価方法は，既存の心拍計と同時に計測を
行い，心拍数を比較した．本実験では，比較に用いる既存の

睡眠
覚醒

睡眠

覚醒

74
5

23
10

適合率(%)

再現率(%)

F 値(%)

93.67

76.29

84.09

図 7 分類結果の混合行列と評価結果(Silmee)

心拍計として SUUNTO 社製の心拍計 t6d(以下 t6d とする)を
用いた．t6d はベルト型計測器を胸周りに装着し，腕時計型の
予測結果

受信機で心拍情報を受信し保存する．t6d の心拍情報取得間
睡眠

覚醒

睡眠
覚醒

51
28

15
18

適合率(%)

再現率(%)

F 値(%)

隔が 2 秒ごとであるため， 2 秒ごとに本システムで算出した心
拍数と t6d で得られた心拍数を比較した．心電波形デバイスは，
心拍計と比較して平均誤差 5.28bpm で測定可能であった．

4.2 入眠状態推定精度の評価
心電 RRI データによる睡眠段階推定の精度を評価するため，
複数のユーザの短時間睡眠においてスリープスキャンおよび

睡眠状態
(SleepScan)

64.56
77.27
70.34
図 8 分類結果の混合行列と評価結果(SleepScan)

Silmee による睡眠段階推定結果との比較を行った．実験は成
人の男女 7 人の計 8 回行った．スリープスキャンは長時間の睡
眠を想定しているため，睡眠状態の推定には少なくとも 1 時間

に心電 RRI に基づく分類結果の混合行列を示す．表の数字

以上の睡眠を要する．そのため，本実験では被験者に 1 時間

は，スリープスキャンもしくは Silmee での分類結果に対し，心

以上の睡眠をとってもらった．スリープスキャンと Silmee の睡

電 RRI に基づく分類により睡眠・覚醒状態に分類された個数

眠状態推定間隔が 1 分ごとであったため，1 分ごとのスリープ

を示している．Silmee と比較すると，覚醒状態の分類は比較

スキャンおよび Silmee の推定結果と比較し，交差検証にて評

的良い精度が出ているが，睡眠状態の推定は覚醒状態の誤

価を行った．交差検証は，実験開始後３０分間で得られたデ

分類が多くみられた．一方で，スリープスキャンと比較すると，

ータについて行った．また，入眠時刻推定精度を評価するた

覚醒状態の推定は睡眠状態の誤分類が多くみられた．図 9 に

めに，スリープスキャンおよび Silmee の睡眠段階推定結果か

S4 の睡眠段階推定結果と心電 RRI データを，図 10 に S8 の睡

ら得られた入眠時刻と比較した．

眠段階推定結果と心電 RRI データを示す．入眠時刻の推定
は，本システムと Silmee およびスリープスキャンでは誤差が小

表 1 に計測された睡眠一覧を示す．スリープスキャンによる睡

さいもので 3 分ほど，大きいものでは 10 分ほどの誤差が見ら

眠状態の解析結果は 8 回の実験のうち睡眠 ID が S3，S5，S6，

れることがわかった．本システムは短時間睡眠時を対象として

S8 の 4 回分のみ取得でき，それ以外の実験ではスリープスキ

いるため，10 分の誤差は許容されない．誤差の原因を考察す

ャンによるデータ解析時にエラーが生じたために，睡眠状態

ると，本システムの分類器は心拍数の平均値が 80bpm を下回

の推定結果は得られなかった．そのため，評価は睡眠 ID S4，

ると，ユーザの睡眠段階が睡眠状態であると推定している．つ

S5，S6，S8 で得られたデータについて行った．図 7 および図 8

まり，睡眠段階の推定について，心拍平均 RRI 特徴量が心拍
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図 9 S4 の睡眠段階推定結果と心電 RRI データ
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図 10 S8 の睡眠段階推定結果と心電 RRI データ
[2]

分散 RRI 特徴量よりも強く影響を及ぼしているために誤分類
が多くみられたものと考えられる．そのため，分類器に入力す
る学習データを調整することで，入眠時刻の推定精度を改善

[3]
[4]

可能であると考えられる．

6. まとめ
本稿では，心電波形を計測可能な心電波形計測デバイス

[5]

のプロトタイプを開発し，心電 RRI を用いた短時間睡眠支援シ
ステムを提案した．評価実験として，心電波形計測デバイスで

[6]
[7]

得られた心電 RRI による心拍数推定の精度評価を行った，ま
た，4 人の被験者で 4 回の有効な睡眠データを取得し入眠時
刻推定の精度評価を行ったところ，最大 10 分の誤差が見られ
た．考察の結果，心拍平均 RRI 特徴量が睡眠段階の分類に

[8]

強い影響を及ぼしていることがわかった．
以下に今後の課題を示す．

[9]

(1) 分類器に入力する学習データの調整及び調整した分類
器を用いた入眠時刻推定の精度評価

[10]

(2) より小型な心電波形計測デバイスの実装
(3) 提案システムを実際に使用した際のユーザ評価

[11]
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体動ノイズキャンセリング光電容積脈波計を用いた心拍数取得
の最適圧
○島崎 拓則*, 原 晋介*
*大阪市立大学大学院工学研究科

Optimization of Tightening Pressure for Heart Rate Sensing by the
PPG-Based Motion Artifact Cancellation
○Takunori SHIMAZAKI*, Shinsuke HARA*
*Osaka City University
Keywords: Motion Artifact, Heart Rate, Adaptive Filter, PhotoPlethysmoGraphy
キーワード: 体動ノイズ,心拍数,適応フィルタ,光電容積脈波計
要約：心拍数はアスリートの運動効率の向上や体調異変の早期発見となる重要なバイタルサインの１つであるが，
運動中は体動ノイズが問題となる．そのため，加速度センサなどを応用し体動ノイズを除去する方法が試みられ
ているが激しい運動では難しい．我々はベルト型の体動ノイズキャンセリング光電容積脈波計を開発し，競歩・
走行・跳躍の実験で良好な結果を得た．しかし，サッカーのフィールド実験などから，簡単に装脱着できかつ装
着感の少ない形状が求められた．そこで競技用パンツに引っ掛けて測定できるクリップ型を開発したが，皮膚に
押しあてる時のセンサ圧がベルト型以上に重要となる．センサ圧が低いと圧迫感は減少するが大きな体動ノイズ
が混入し，センサ圧を高くすると体動ノイズは抑制できるが脈圧が小さくなり，いずれの場合もキャンセリングが難
しくなる．
今回，クリップ型の体動ノイズキャンセリング光電容積脈波計による適正なセンサ圧の検証を被験者 2 名に対
して 15hPa と 30hPa の条件で走行実験を行い，ホルター心電図を基準値とした RMSE (Root Mean Squared
Error)で評価を行った．

1. はじめに

2. 原理
2.1 光電脈波計 PhotoPlethysmoGraphy (PPG)

心拍数はアスリートの運動効率の向上や体調の異変の早期
発見となる重要なバイタルサインの１つであり[1]，心拍数を取

図 1 に PPG の原理を示す．広く用いられている方法で，発

得する手段として光電脈波が幅広く用いられているが，運動

光素子から発せられた光は皮膚・組織・静脈・動脈を通過・吸

中は体動ノイズが問題となる．そのため，加速度センサなどを

収しながら進み，反射した光を受光素子で検知する．安静時

利用して体動ノイズを除去する方法が試みられているが，激し

は組織や静脈に変動がないため，この部分は直流バイアスと

い運動で除去することは難しい[2]．

して出力される．動脈には吸光度の高いヘモグロビンが存在
し，拍動による大きな吸光度変化が脈波波形として出力され

我々はベルト型の体動ノイズキャンセリング光電容積脈波計

る．

を開発し，競歩・走行・跳躍の実験で良好な結果を得たが，サ
ッカーのフィールド実験などから簡単に装脱着でき，装着感の

脈波測定にはセンサを皮膚にあてる時の測定可能な圧

少ない形状が求められた[3][4][5][6]．そこでクリップ型を開発

力範囲が存在し，高すぎても低すぎても測定できなくなる．

したが，皮膚に押しあてる時のセンサ圧がベルト型よりも重要

モデル実験でセンサ圧と血管内圧が打ち消しあいちょう

となる．センサ圧が低いと圧迫感は減少するが大きな体動ノイ

どゼロになるところが適正圧であると報告されている[7]．

ズが混入するようになり，センサ圧を高くすると体動ノイズは抑
制できるが脈圧(脈波の振幅)が小さくなるため，いずれの場合

2.2 体動ノイズ Motion Artifact (MA)

もキャンセリングが難しくなる．

運動が始まると安静時は直流バイアスであったセンサ－組

今回，クリップ型の体動ノイズキャンセリング光電容積脈波

織間の光通過ロスに変動が生じこれが MA となる．脈圧よりも

計を用いた適正なセンサ圧の検証を行う．

大きく，PPG と重なる周波数帯域で運動とともに変化するので，
一般的な時不変フィルタによる除去では難しい．
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センサ圧を 10hPa から 15hPa にゆっくり加圧したときの変化

量が最も多いという欠点をもつが，収束時間が最も短く運動の

を図 2 に示す．DC バイアス成分が加圧にともないゆっくり上昇

急峻な変化に対応するために今回は RLS で評価を行う.

しながら脈圧がわずかながら小さくなっていることがわかる．運

2.4 体動ノイズキャンセリング

動時はセンサ－組織間距離が体動に伴い連続的に変化する

前述の通り，適応フィルタを用いたキャンセリングは 2 つの

ため，図 3 のように脈波波形はまったく観測されなくなる．

入力信号 d(n)と x(n)のうち，d(n)は脈波波形と体動ノイズを,
x(n)は体動ノイズのみを取得する必要がある．d(n)は一般的な
PPG を使用すればよいが, いかにして x(n)に体動ノイズだけ
を入力させるかが問題となる．

Tissue

DC

図 5 に 2 入力信号 d(n)，x(n)の原理を示す．d(n)へはセン

Vein

サを皮膚に密着させて一般的な PPG として用い，x(n)は同特
Artery

AC

性のセンサを皮膚から少し浮かせることで脈波を検出しないよ
うにし，センサ－皮膚間の変動だけを得るようにする．さらに 2
入力間を隣接して配置することにより，ほぼ同期した体動ノイ

図 1. PPG の原理

ズが得られる．これにより d(n)は脈波信号+体動ノイズを x(n)は
体動ノイズのみの信号を得ることができる.
Light intensity of the PPG

2400

10hPa

15hPa

2350

図 6 に安静から深呼吸へ移行した時の d(n)，x(n)の変化を

2300

示す．安静時，d(n)は脈波のみ，x(n)は DC バイアス成分のみ
BVP

であるが，深呼吸が始まると d(n)は脈波に MA が重畳し，x(n)

2250

はほぼ同期した MA が検出されていることがわかる．

DC Offset

2200
2150

x(n)

2100
0

1

2

3

4

5

6

7

Z

8

-1

Z

-1

...

Z

-1

Time [sec]

wo

w1

図 2. 加圧時の DC バイアス変化
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図 3. 走行時の体動ノイズ

図 4．適応フィルタの原理

2.3 適応フィルタ
図 4 の通り d(n)と x(n)の 2 つの入力信号をもち，d(n)と y(n)
の差がゼロになるように自己調整しながらフィルタ係数を更新
する．この 2 つの入力信号に d(n)=脈波+体動，x(n)=体動のみ
を入力することができれば e(n)から脈波のみを抽出できる．
適応アルゴリズムにはいくつかの種類が存在するが，
LMS(Least Mean Square) ， NLMS(Normalized LMS) ，
RLS(Recursive Least Squares)による過去の検証実験では

図 5．2 つの入力信号 d(n)，x(n)の原理

NLMS と RLS でほぼ同程度の結果であった[8]．RLS は忘却
係数λ(0<λ<1)とタップ長 K でフィルタ特性が決定され，演算
島崎 拓則
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した後，256 サンプルを 50%ごとにオーバーラップさせながら
FFT 処理により心拍数を取得した．

Wireless
Microprocessor
13mm

2400
0

1

2

3

4

5

6

3.3mm

Time [sec]

Normal PPG Sensor
MA Sensor

図 6.安静から深呼吸時の d(n),x(n)の変化

3. 方法

図 8．全体図

3.1 予備実験

46m

m

本実験で測定する最小センサ圧と最大センサ圧を決定する

mm
17

ために行った．被験者 5 名，背面右腰部の一般的なパンツの
ゴム圧を 3 回ごとに測定した．
結果は，平均値 14.7hPa，最小値 8.7hPa，最大値 20.7hPa

Normal
PPG Sensor
Input
MA Sensor
d(n)
Input
x(n)

であった．図 7 にパンツの圧力分布とセンサ圧を示す．本
実験の最小センサ圧はパンツ圧の平均値より 15hPa とした．最
大センサ圧はパンツで締め付けられる時にストレスを感じる指

mm
11

図 9．センサ部

標として，医療用弾性ストッキングの圧力を参考にした．医療
用弾性ストッキングは下肢静脈瘤やリンパ腫の圧迫療法に用
いられる．この療法の最も低い圧は約 40hPa であることから，
最 大 セ ン サ 圧 はこ の圧 と パ ンツ 圧 の 最 大 値 の平 均 値 よ り

Sensor

30hPa とした。また，センサ圧範囲 8.7hPa - 40hPa で脈波が観

Microprocessor
and
Wireless

測できることも確認した．
今回実験するセンサ圧
15hPa

30hPa

弱い

強い

8.7hPa

20.7hPa

40hPa≦
図 10．装着部位

医療用
一般的なパンツの圧力範囲 弾性ストッキング下限
図 7．パンツの圧力分布とセンサ圧

3.2 実験

図 11．オフライン処理

図 8 にクリップ型体動ノイズキャンセリング光電容積脈波計

4. 結果

の全体図を示す．センサ部を軽量小型化するためにワイヤレ
ス内蔵マイコン部は切り離して設計した．図 9 にセンサ部の詳

図 12 と図 13 にセンサ圧 15hPa と 30hPa の結果を示す．セ

細を示す．被験者 2 名に対して，胸部に基準信号であるホル

ンサ圧 15hPa の場合は，基準値であるホルター心電図に比べ

ター心電計をしっかりと固定し，図 10 のように腹部にワイヤレ

て，BPF と RLS 共に走行が始まると大きく逸脱してしまってい

ス内蔵マイコン，背面右腰部にセンサ圧 15hPa と 30hPa でそ

る．これは MA の周波数成分がピーク値となって検出されてい

れぞれ装着し，安静・走行 1 分・安静の運動をワイヤレスで取

ることによる．一方，センサ圧 30hPa の場合は，RLS は走行時

得した．その後，図 11 の手順でオフライン処理を行った．

でもほぼ追従できている．
表 1 に RMSE の平均値を示す．センサ圧が 15hPa のとき，

オフライン処理は 2 入力信号 d(n),x(n)を BandPassFilter
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5. 考察
センサ圧 15hPa と 30hPa による比較を行い，センサ圧 30hPa
が良好な結果となった．これは一般的なパンツ圧より少し高い
締め付け圧で運動中の心拍数をセンシングできることを意味
している．
センサ圧 30hPa の時の RLS 処理で，走行後の安静期間
で外れ値が確認された．これはセンサのズレによるもので
ありベルト型でも見られた．クリップ型になることでさら
に出現すると考えられるため，現在さらに改良を加えてい
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図 12．センサ圧 15hPa の時の走行実験
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図 13．センサ圧 30hPa の時の走行実験
(λ=0.85，K=10)
表 1．RMSE の平均値による結果

BPF

RLS

15hPa

57[bpm]

39[bpm]

30hPa

46[bpm]

20[bpm]
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容量性結合電極を用いた
非接触心電図検出と人体通信の特性評価
○佐久間 淳， 加藤 巧，安在 大祐，王 建青
名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻

Performance Evaluation on Non-Contact Wearable ECG and Human Body Communication
with Capacitive Coupling Electrodes
○Jun SAKUMA*， Taku KATO*， Daisuke ANZAI*， Jianqing WANG*
*Graduate School of Engineering， Nagoya Institute of Technology
Keywords: Human body communication， ECG signal and Non-contact electrode
キーワード: 人体通信，心電図，非接触型電極
要約：近年，少子高齢化社会の到来に伴う医師不足等の問題を背景に，人体周辺での近距離無線通信網
(BAN：Body Area Network)の研究が進んでおり，医療・ヘルスケア分野への応用が期待されている。その応用
例の１つとして，リアルタイムに心電図データを検出・伝送することによって健康状態をモニタリングするシステ
ムが挙げられる。そのシステムを実現するためには，長期間の使用に適した電極の非接触化が重要となる。本
研究では，先行研究により開発されたインパルスラジオ型広帯域人体通信機を有するウェラブル心電図検出
回路に容量性結合電極を導入し，心電図のリアルタイム伝送の実現可能性を示す。

帯域化し搬送波を必要としないインパルスラジオ方式を採用

1.序論

した。
近年，少子高齢化の到来に伴い，医師不足等の問題が深

2.2 通信機の特性

刻化している。このような問題を背景に，人体周辺での近距離
無線通信網（BAN: Body Area Network）の研究が進んでおり，
医療・ヘルスケア分野への応用が期待されている。BAN は人

送信機出力をオシロスコープに直接接続し，測定した送信
時間波形を図 1 に，オシロスコープの高速フーリエ変換(FFT:
Fast Fourier Transform)機能により計算した周波数スペクトル

体表面に送受信機を配置するウェアラブル BAN と人体内に

を図 2 に示す。中心周波数 30MHz では約-20dBV/Hz であり，

送受信機を配置するインプラント BAN に大別されるが，本研

-10dB 減衰帯域は 10〜60MHz となっている。

究では，ウェアラブル BAN の 1 つである心電図伝送システム

2.3 伝送損対 BER 特性

に焦点を当てる。現在では，心電図検出方法としてゲルを肌
に接触させる必要があるが，長期使用によりアレルギー反応

人体通信機，プログラマブル減衰器，受信機をセミリジット

やゲルの乾燥に伴う品質劣化等の問題がある。そのため，非

ケーブルで接続し，減衰量を変えて本通信機の伝送損に対

接触状態で心電図を検出することが重要となる。したがって，

する BER 特性を測定した。 この時 PN 系列を 50 万ビット以上

本研究では先行研究により開発されたインパルスラジオ (IR:

送信し，減衰量を 40〜90dB まで 1dB ずつそれぞれの減衰量

Impulse Radio)方式人体通信機を有するウェアラブル心電図

で 3 回測定した平均値を図 3 に示す。図から 83dB 以下では

検出回路に，容量性結合電極を導入し，心電図のリアルタイ

およそ 10-4 の BER を実現していることがわかる。

ム伝送の実現可能性を示す。

2.4 人体表面伝送特性
ポータル心電図計測用電極パット(NHON KOHDEN，T-50，

2.人体通信機の設計

66×120mm)を人体通信用送信電極として胸部に装着し，受

2.1 通信機の仕様

信機には 3×4cm の両面基板を用いた平板コンデンサ型電極

本研究で使用する人体通信機は容易にリアルタイム伝送で

を用いて，人体表面伝送における BER 測定を行った。実験で

きる 1Mbps 以上の伝送速度の実現と高耐雑音特性および微

は送信機を左胸部に貼付し，左手を伸ばして受信機に触れ

弱電波法を順守する。これらを達成するために，通信方式とし

た。この時データは 50 万ビット以上送信し，3 人で３回ずつ

て，これまでの狭帯域の搬送波変調を用いる方式に対し，広

BER 測定を行った。3 人の結果を平均すると 1.2×10-3 の BER
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図3 心電図検出回路のブロック図

図1 人体通信の送信波形
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図2 人体通信の送信スペクトル

図4 DRL回路の有無による周波数スペクトルの違い

となり，物理層として十分な BER 性能を得ている。すなわち，
さらに誤り訂正を適用すればエラーフリー( <10-9 )の通信が実

受信電極に触れることで心電図が伝送され，受信データは

現できる。

USB インターフェースを通してパソコンに送り，リアルタイムに
表示した。パソコンで取得した心電図を FFT し，最大値で正規

3.非接触状態における心電図検出回路の構成

化した周波数スペクトルを図 4 に示す。図より DRL 回路を導入

試作した心電図検出回路のブロック図を図 3 に示す。回路

することで 60Hz では 20dB，120Hz 及び 180Hz では 15dB 程

はローパスフィルタ(LPF：Low Pass Filter)，ハイパスフィルタ

度のノイズ低減効果が見られ，非接触の容量性結合電極でも

(HPF：High Pass Filter)，差動増幅回路，ノッチフィルタ(NF：

心電図検出と人体通信送信に兼用でき，心電図のリアルタイ

Notch Filter)，非反転増幅回路，DRL(Driven Right Leg)回路

ム検出・伝送が可能であることを示した。

により構成される。2 段目にドリフトノイズを低減させるために遮

5.むすび

断周波数 10Hz の 2 次 HPF，3 段目に増幅率 400 倍の差動増
幅回路，4 段目に商用電源周波数 60Hz とその高調波を低減

本研究では，人体通信機能の有するウェアラブル心電図検

させるために遮断周波数 60Hz の 4 次 LPF，5 段目に 60Hz を

出回路に DRL 回路を導入し，容量性結合の非接触電極を用

遮断するために遮断周波数 60Hz の NF，6 段目にオフセット

いても，リアルタイムの心電図が人体通信で実現できることを

調整付きの非反転増幅回路 4 倍により合計で 1600 倍増幅さ

示した．今後の課題は，PC に取り込まれた心電図を解析し，

れた心電図信号を出力し A/D 変換器でディジタルデータに変

身体状況を把握することや信号検出の感度と安定性の向上

換して人体通信機で送信している。なお初段に遮断周波数

である。

60Hz の 1 次 LPF を挿入し増幅回路に人体通信信号の混入を
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改定された「医療機関における携帯電話等の使用
に関する指針」
○花田 英輔*, 加納 隆**
*佐賀大学大学院工学系研究科, **埼玉医科大学保健医療学部

Reformation of guidelines for cellular phone use in hospitals
○Eisuke HANADA*, Takashi KANOU**
*Graduate School of Science and Engineering, Saga University
**Faculty of Health and Medical Care, Saitama Medical University
Keywords: Mobile Phone, Electromagnetic Interference, Wireless Communication, Patient Safety and
Personal Information Protection
キーワード: 携帯電話, 電磁波障害, 無線通信, 医療安全, 個人情報保護
要約：電波環境協議会は 1997 年に制定された「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」を改定し、
2014 年 8 月 19 日に発表した。改定に至る要因としては、第二世代携帯電話サービスの終了や公衆無線 LAN
の普及など医療電磁環境が大きく変化したこと、医療機関で無線通信を活用することで患者サービス向上や職
員の業務効率向上が期待されるようになってきたこと、などがある。新しい指針は旧指針と比べて、医療機器から
の距離を保つことを条件に携帯電話を使用できる区域を若干広げると共に、無線通信と電磁環境を正しく管理
することを求めている。ここではその内容と根拠等について解説する。

1. はじめに

2.1997 年制定の指針(旧指針)

これまで多くの医療機関は、不要電波問題対策協議会(不

旧指針と共に発表された報告書[1]には、約 360 機種の医

要協、現 電波環境協議会)が 1997 年に制定した「医療機関

療機器に対して行われた電波照射実験の結果が掲載されて

における携帯電話等の使用に関する指針」(以下「旧指針」)に

いる。使用された照射源はショルダーホン(800MHz 帯)、アナ

従い、携帯電話の使用を厳しく制限する傾向にあった。しかし、
いわゆる第二世代以前の古い携帯電話サービスは既に終了

ログ携帯電話(800MHz 帯)、現在は「第二世代」と呼ばれるデ
ジタル携帯電話(800MHz 帯及び 1.5GHz 帯)と PHS(1.9GHz

し、無線 LAN が病院内に導入されるなど、医療を取り巻く電磁

帯)である。照射対象となった医療機器は 25 分類 78 種である。

環境は大きく変化した。医療機関で無線通信活用による患者

ポンプ類や人工呼吸器のみならず X 線 CT 装置なども含まれ

サービス向上や職員の業務効率向上が図られるようになって

る。またこれとは別に、228 機種の心臓ペースメーカを対象とし

きた。

た照射実験が行われた。さらに一部機器に対してはアマチュ

これを受け、電波環境協議会は専門部会に諮った上で新し

ア無線機が使用する周波数帯の電波を照射する実験も行わ

い指針を作成し、2014 年 8 月 19 日に発表した。同時に旧指

れ、いずれの結果も報告書に記載されている。

針は廃止された。専門部会は学識経験者、総務省、厚生労働

旧指針は医療機関内での携帯電話の使用を原則的には禁

省携帯電話事業者、医療機器製造業者、病院運営関係者な

止するものであった。使用可能な区域は「待合室など医療機

どから構成された。筆者らはその取りまとめ役を務めた。

関が特に認めた区域」のみである。また特定小電力無線局以

旧指針に比べ、新しい指針は医療電機器からの距離を保

外の小型無線機は、緊急時・災害時を除いて持ち込みが禁

つことを条件に携帯電話を使用できる区域を若干広げ、無線

止された。PHS は容易に区別可能とすることを条件として管理

通信と電磁環境を正しく管理することを求めている。ここでは、

された区域でのみ使用可能としている。ただし持ち込まれる

その内容と根拠等について解説する。

PHS 端末は、携帯電話端末との区別ができないことから、携帯
電話と同じ扱いとするよう記載された。
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3. 指針改定に至る要因

4. 新指針
4.1 エリア別の携帯電話使用のルール

旧指針発表当時の移動体通信サービスは、PHS を除いて
2012 年度までにサービスを停止し、端末から電波を発すること

新しい指針「医療機関における携帯電話等の使用に関する

は無くなった。現在、携帯電話は第三世代から LTE へと徐々

指針 ―医療機関でのより安心・安全な無線通信機器の活用

に移行しつつある。携帯電話が使用する電波の周波数帯は、

のために―」(以下，「新指針」)[2]は，原則的にはマナーの順

これまでの 800MHz 帯と 1.5GHz 帯に、1.7GHz 帯と 2.0GHz

守と医療機器からの一定距離確保を前提に、携帯電話の使

帯が加わった。

用を認める方向としている．主なところを表1にまとめる．
表 1：エリアごとの携帯電話端末使用ルール設定例[2]

また現在は複数の規格がある無線 LAN は、1997 年当時は
まだ規格化されていなかった。今や無線 LAN はデータ通信

場所

のみならず音声通信媒体としても利用が伸びつつある。この

通
話
等

メー
ル・Web
等

エリアごとの留意事項

○

・医療機器からは設定され
た離隔距離以上離れて使
用すること
・使用が制限されるエリア
に隣接する場合は，必要に
応じ，使用が制限される
・歩きながらの使用は危険
であり，控えること

○

・医療機器から設定された
離隔距離以上離して使用
すること
・多人数病室では，通話等
を制限するなどのマナー
の観点からの配慮が必要

他、RFID や ZigBee、UWB (Ultra Wide Band) 通信など、電
磁波放射を伴う新たな通信技術が旧指針発表後に開発ある

食堂・待合
室・廊下・エ
レベーター
ホール等

いは規格化された。
旧指針にかかる報告書[1]にも述べられているように、携帯

○

電話によって医療機器が受ける影響の発生要因は、ほとんど
の場合放射電磁界である。移動体通信が使用する周波数帯
から、放射源から一定距離以上では電磁界のうち電界成分が
ほとんどを占めるといってよい。その他の無線通信も、

病室等

13.56MHz 帯を使用する RFID を除き、電界について検討する

△*

必要がある。なお 13.56MHz 帯を用いる RFID は規格上出力
が小さく、ごく近距離での磁場による影響を検討すればよい
[4]。

△

電界の強さは発信源からの距離に反比例すると共に空中

診察室

×

線電力(出力)の平方根に比例する。携帯電話の世代交代は
端末からの出力を大きく変化させた。自動車電話とショルダー

(電源
を切る
必要は
ない)

ホンは端末出力が 2W であったが、第二世代携帯電話(PDC)
は 0.8W となっていた。第三世代では最大で 0.25W と減少して
いる。無線 L AN は 0.2W 程度である。PHS の端末出力は以前
と同じく 0.08W と弱い。なお注意すべき点として、基地局の出
力は変わっていないことがある。現在も携帯電話の基地局は
最大で 10～20W の出力を持つアンテナを使用している。

手術室，集中
治 療 室 (ICU
等)，検査室，
治療室等

×

×

携帯電話使
用コーナー
等

○

○

・電源を切る必要はない（た
だし，医療機器から設定さ
れた離隔距離以上離すこ
と）
・診察の妨げ，他の患者の
迷惑にならないよう，使用
を控えるなどの配慮が必
要
・使用しないだけでなく，
電源を切る(または電波を
発射しないモードとする)
こと

携帯電話及びスマートホン等の端末側からの出力は以前に

*マナーの観点から配慮すべき事項は，一律に決められるべきものでは
ないため，上記はあくまでも参考事例として，具体的には各医療機関で判
断されることが重要である．

比べ小さくなったといえる。このことが今回、指針を改定するに

表1中の病室及び診察室について，新指針に関する報告

以上から、一般的な医療機関内で用いられる可能性がある

書(以下，報告書)[3]は以下のように条件づけている．なお報

至る大きな要因となった。

告書では「医用電気機器」という用語を用いているが，ここで

また、携帯電話の普及率は 1997 年当時(30％程度)に比べ

は「医療機器」とした．

3 倍以上になり、多くの子供が携帯電話もしくはスマートホンを
持つようになった。即ち、日常的に携帯電話が使用され、騒音

病室は「通常使用されている医療機器は限定されており、

や「ながらスマホ」を含むマナー面の要因による医療への影響

携帯電話端末の使用による医療機器への影響の程度は比較

阻止を十分に考慮すべき事態となっている。さらに携帯電話

的少ないと考えられる」という条件に基づき、「携帯電話端末を

には写真撮影と録画の機能が付加され、個人情報保護の意

使用可能にできるが、医療機器からは設定された離隔距離以

識向上も加わり、この面からの注意喚起も必要である。

上離すこと」としている。つまり、電磁波の面では離隔距離を
保つことができれば安全に使用可能であり，多床室(2 人以上
収容可能な病室)での使用はマナー等の面で制限すべきとい
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う内容である。なお多床室はマナーの面の理由で「通話等は，
病室内の他の患者の静養が妨げられる可能性があるため、制
限を設ける等の配慮がなされることが望ましい」とされた。一方、
メール・WEB 閲覧等は音が外部に出ないため、他の患者の

1151

めの注意である。
以上のエリア別の使用ルールと離隔距離を周知するための
方策として、報告書には図 1 に示すポスターの例が掲載され
ている。

静養を妨げる可能性は低いと思われるが、「必要に応じ、夜間
の使用を禁止するなどの制限を設定すること」としている．
診察室は、室内で使用される医療機器は電磁的な耐性を
持つ物が比較的多いだけでなく、障害が発生しても対応可能
と考えられる。そこで「携帯電話端末の電源を切る必要はない
が、診察の妨げや他の患者の迷惑にならないよう、携帯電話
端末の使用は控える等の配慮がなされることが望ましい」とさ
れた。これは、診察室内で使用される医療機器に万一ノイズ
等が発生しても、診療行為に与える影響は限定的であると考
えられるためである。なお医療機器を使用している患者がいる
場合は、携帯電話端末を医療機器から設定された離隔距離
以上離すよう求めている。

4.2 離隔距離について
表 1 に記載されている「離隔距離」とは、移動体通信端末と
医療機器の間に確保すべき距離である。離隔距離の目安は、
実験調査の結果及び医用電気機器の電磁両立性規格(JIS T
0601-1-2:2012)等を考慮して「1m」に設定された。報告書は具
図 1：携帯電話端末使用ルール周知ポスターの例[2]

体的根拠を次のように記載している。

4.3 携帯電話以外の移動体通信機器使用について

現行の携帯電話の無線アクセス方式では最大の出力電力
250mW を規格上の推奨分離距離算出式に当てはめると、推

新指針は、携帯電話以外の移動体通信機器として PHS、

奨分離距離は 1.15ｍ(相対利得 0dB で計算)になるが、①実際

無線 LAN、RFID 等の機器に言及している。これらの機器の

の携帯電話端末では相対利得が-2dB 程度であることを考慮

出力は、規格上、ごく一部の高出力型の RFID リーダを除き、

すると推奨分離距離が 0.92ｍとなること、②今回の実験調査

携帯電話端末と比べ同等か弱い。そこで基本的にはこれらの

(影響が懸念される医用電気機器に対する限定的な実験調査

機器は使用可能としているが、医療機器が放射源からの近傍

で網羅的ではない)において、診療行為へ影響を与える事象

界に入るような至近距離あるいは機器に接する形とすることは

(異音や表示のぶれ等の事象を除いたもの)の最大距離は

避けるよう記載している。具体的には「医療機器の上に置くこ

18cm であったこと、③利用者にとって理解しやすい距離とす

とは禁止すること」などである．またスマートホンには無線 LAN

べきであることから、離隔距離の目安を 1m 程度とした。

機能と携帯電話機能を併せ持つ物が有るため、注意喚起が
なされている。

即ち、理論上の計算値に現実の端末が使用するアンテナ

4.4 電磁環境管理体制の構築要請

の相対利得を掛けた値を「分かりやすい距離」にしている。挙

新指針は、旧指針に無い新たな項目として「医療機関の管

げられている規格は一般医療機器で 3V/m，生命維持装置で

理体制の充実」を挙げている。近年、医療現場での無線通信

10V/m の電界の中での正常動作を求めている。我が国の医
療機器は医薬品医療機器等法に基づく承認が必要であるが、
申請の際は同規格に従っていることを示す書類が必要である。

の導入や ICT 化の進行が著しいため、電磁環境を安全に保
つ努力が必要になることを想定し、管理者(「EMC 管理者」)を
置くことを勧めるものである。EMC 管理者に求められる業務と

よって、1m の離隔距離を保つことができれば、ほとんどの医

して、新指針は次の項目を挙げている。

療機器は正常動作しなければならない。

①
なお報告書は、古い医療機器について注意を喚起している。
い更に古い時期の製品は、現行の携帯電話が使用する全て

②
③

の周波数での試験評価がなされていない。そのため、念のた

④

JIS T 0601-1-2:2002(改定前)適合製品や、この JIS が存在しな
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医療機関で使用される無線通信機器・医療機器の電
磁両立性(EMC)評価
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携帯電話使用に関する利用者向けルール、医療従事
者向けルールの策定
良好な EMC 環境を構築するための医療機器及び無
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線通信機器の調達・導入・運用・管理の体制構築
利用者に対する周知，医療従事者に対する教育
最新の技術情報の継続的収集

ネットワークの構築構想が紹介されている。
アライドテレシス(株)の事例は中規模以上の医療機関に適

現時点でこれらの業務をすべて実施可能な人材は極めて

用可能な無線通信技術である。同社が販売している、複数ア

少ないと考えられるが、医療の ICT 化と業務の効率化と安全

クセスポイントを 1 チャンネルで全領域カバー可能な無線

安心な遂行のためには人材育成が必要である。

LAN 技術と、IP 通信を用いたナースコールを挙げている。

医師養成課程や看護師養成課程には無線通信に関する

既に米国では医療機器に対する無線通信を通した設定指

講義は残念ながら無い。一方で通信技術者が多種多様な医

示や、体内植込み型の医療機器と外部機器の間の通信が可

療環境を理解するには時間がかかると考えられる。従って医

能となっている。今後我が国でも同様な技術の導入に向かう

療機器の取扱に詳しい人材が無線通信や電磁環境の知識を

であろう。その際、通信を必要な範囲に必要な速度で可能と

得ることが早道であり、EMC 管理者としては臨床工学技士も

すると共に、ノイズや混信を最小限に抑え、セキュリティを保つ

しくは医療情報通信技術者(医療情報技師等)が適していると

ことを同時に実現する必要がある。

考えられる。臨床 ME 認定専門士という認定資格の取得者は、

6. まとめ

より適任であると考えられる。
新指針が発表されてから約 1 年が経過した、指針の改定は

4.5 医療機器業者と携帯電話業者への要請

新聞やテレビで取り上げられていたものの、周知の手段が少

新指針は上記以外に、医療機器業者に対してより耐性の高

なく。今後さらなる周知活動が重要であると考える。

い機器の開発とトラブル時に協力して原因追及を行うと共に

表 1 の注にある通り、新指針は各医療機関がそれぞれ条件

EMC 関連を含む情報提供を要請している。

に沿ってルールを決めることを求めている。これは、各医療機

また携帯電話事業者に対し、同様に原因追及への協力と

関はその設備と機能によって使用する医療機器の種類と数が

情報提供を要請すると共に、利用者に対する指針の周知を要

異なるだけでなく、患者の層も異なるためである。携帯電話使

請している。

用がほぼ全面的に解禁可能な医療機関があると同時に、多く
の区域で使用を解禁できない医療機関もあるだろう。この点か

5. 指針の改定で何が可能になるのか

らも、電磁環境を管理する体制構築と人材育成が望まれる。

今回の指針改定は、直ちに携帯電話や無線 LAN の使用
を全面的に解禁するものではない。旧指針は携帯電話端末

今後も無線通信を安全に，かつ安心して使用できるよう。今

が誘導する電磁界に起因する医療機器の電磁波障害の防止

回の改定を最終とせず、今後も必要に応じて追加改定するこ

を主な目的としていた。これに対して新指針は、電磁波障害

とが必要であると考える。

面での規制を一定程度緩める一方で、マナーや医療安全、
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遠隔在宅医療実現のための法制度・運用の検討
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医療法人 住田病院
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home health care
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1. はじめに

z

遠隔診療対象疾患例の記載の拡大等

z

遠隔診療における看護師の業務範囲拡大

遠隔医療の実運用の際には、現在では技術的課題ではな

2.2 診療報酬上の取扱い

く、法的に課題となる点がいくつか存在する。今回それを検討

テレビ電話などの非対面診療は、診療報酬上「電話再診」

し、その課題解決の方法を提案する。

と同じ取扱いとなっている。遠隔医療の対象となる疾患は、

2.遠隔医療運用における課題

など脳血管障害が指定されているが、医師の手技料に当たる
「特定疾患療養管理料」は算定できない。他にも、「小児科療

遠隔医療においては、近年の技術進歩と普及により、技術

養指導料」など請求できない項目が多く存在する。

的には安価かつ容易に実現可能となった。しかし、実運用す
るためには法的な課題が多くある。

診療報酬請求上の画像診断関連項目としては、画像診断

2.1 法律上の取扱いの現状

管理加算 1 及び２があり、遠隔医療関連では、遠隔画像診

1997 年 12 月 24 日に当時の厚生省健政局から発行された

断加算がある。しかし、この遠隔画像診断加算は僻地や島嶼

医師法 20 条の解釈および遠隔診療に関する通知により、テレ

の医療機関が、特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地

ビ電話などの非対面診療は、診療報酬上「電話再診」と同じ

医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院に

取扱となっている。

読影を依頼した場合に適応される。前提として、双方の届け

その後、2011 年 3 月に改正され、在宅にて脳血管障害、

加算の条件下で請求できる。つまり、最近増加している民

がん、酸素療法、難病、糖尿病、喘息、高血圧、アトピー

間による遠隔画像診断サービスには対応していない。

性皮膚炎、褥瘡などの療養を行っている患者に対して、実

2.3 処方箋の発行

施できることが具体的に明記された。

現行では、処方箋の発行に際し、医師の署名・捺印が義務

しかし、遠隔医療は技術の進歩にもかかわらず普及してい

付けられている。また、特定薬局への誘導も禁止されている。

ない。内閣官房の近未来技術実証特区検討会でも、遠隔医

よって、電子処方箋は今のところ認められていない。

療が普及するための検討が行われている。そこでは以下の項

処方箋を受理した調剤薬局では、処方箋が正しいこと、処

目が指摘されている。
z

初診及び急性疾患に係る対面診療原則の緩和

z

遠隔診療における往診 16km ルールの緩和

z

薬剤の処方せんの交付及び配達に係る規制の緩和

出が必要である。読影を依頼された病院では、画像診断管理

方箋の有効期限内(４日以内)であることを確認し、薬剤が患者
の状態に不利益にならないか確認し、不適切な処方の場合に
は、処方箋を発行した医師に疑義照会を行う。また、処方箋
に指示がない限り、ジェネリック薬など調剤薬局に在庫がある

¾

電子処方箋

同等の薬剤に変更可能である。その場合には、処方箋を発行

¾

薬剤の対面交付と情報提供

した医療機関への連絡が必要である。
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z

医療機関での支払

遠隔診療を行った後、処方箋が発行され薬剤を交付される

z

薬剤の処方箋の発行

が、遠隔での授受が期待されるが、作成した薬剤を患者に交

z

薬剤の受け取り

z

薬局での支払

z

16km 制限内の患者を対象とする

2.4 薬剤の交付

付する場合、対面での説明・情報提供が義務付けられている。
なお、在宅医療で新設された「地域包括診療料」等は、院
内処方が原則となっている。

以上のことを満たすためには、以下の様な方法が考えられ

薬剤の郵送については、「患者が寝たきり又は歩行困難

る。

である場合、患者が老人で一人暮らし又は看護者が開局時

1.

間中に来訪できない場合、連続携行式自己腹膜透析療法

遠隔医療を行う医療機関が院内調剤で薬を調合し、

（CAPD）透析液等容積・重量の面で患者等が運搬すること

薬剤師が患家に行って薬を手渡し、ついでに支払を

が困難なものが処方された場合及び遠隔診療に基づき薬

精算する。

剤が処方された場合は、FAX により薬剤師が調剤し、患者

2.

の同意があれば薬剤師以外の人がお薬を郵送で届けるこ

もしくは、行政などが以上の機能を持つセンターを作
り、医師、薬剤師をコーディネートして、実務に当た

とが可能」とあり、通常状態での郵送は禁止されている。

2.5 窓口支払

る。
3.

外来診療を受けた後には窓口支払があるが、これが遠隔医

昨年から始まった特定看護師に遠隔医療向けの認
定制度を作り、薬剤師と協同で実務に当たれるように

療の場合には、課題となる。診療の費用、薬剤の費用の支払

する。

をどこで行うか。通常であれば、それぞれの機関で支払うこと

4 まとめ

になるが、遠隔医療が必要な状態では、自宅での支払いが想
定される。このような場合現在では、郵便局、コンビニエンスス

技術面では、遠隔医療は一見可能となったように見えて、

トア、銀行での支払となるが、手数料が必要となる。カード決

医療制度の枠組みの中での取扱いは不十分なため、普及し

済も考えられるが、対応カード及び読み取り機の通信状態に

ていない。何よりも、薬、支払と言った実務面での検討が必要

よっては使えないことも考えられる。また、悪用の危険もあるた

である。

め年金などからの引き落としも検討する必要がある。

参考文献

2.6 16km 問題

[1]

内閣府:第 2 回近未来技術実証特区検討会における主
な発言 (遠隔医療関
係) .http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_w
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[2]

医療情報ネットワーク基盤検討会 : 電子処方箋の実
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中医協：在宅医療(その 4)、
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hok
enkyoku-Iryouka/0000027959.pdf, (2013/10)

これは昨年明確になった課題であるが、沖縄の島嶼におい
て在宅医療を行っていた診療所が、個別指導で、「往診料の
算定が認められるのは 16km 以内である」との項目で 2200 万
円の自主返還を求められた。
その理由として「患家までの距離が遠い場合は緊急時に
患者の不利益も予想されること から、16km を超える場合
には、原則、算定不可とする。」とされている。一方、「当該
保険医療機関からの往診を必要とする絶対的な理由があ
る場合に限り認められる。」。また別の疑義照会では、「他の
医療機関との連携により、緊急時の対応及び 24 時間往診
できる体制等確保で きる範囲であれば連携を行うことが
可能であり、具体的な距離の要件はない。」とあり、現場で
の判断に困難を感じる。この指導は、遠隔医療も対象である。
この 16km 問題は、遠隔医療の発展を阻害しかねない根本
的課題である。

3 対策の提案
では、どのような解決が考えられるか。遠隔医療を行うには
以下の機能をクリアしなければならない。
z

一度は直接対面で診療をすること
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医療領域におけるビッグデータの利活用と法的規制
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*弁護士 フェアネス法律事務所

Utilization of big data in the healthcare Industry and its legal restrictions
○Shoichi
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キーワード: ビッグデータ, 医療情報, 個人情報､ IT, 個人情報保護法

はあくまでデータ上に表れた相関関係から仮定を発見するも

1 はじめに

のに過ぎず、ビッグデータの解析により発見された仮定は、必
近年、あらゆる事業分野においてビッグデータの活用が注

ずしも真実であるとは限らないという点である。医療領域にお

目され始めているが、その理由は、情報爆発ともいわれる圧

いては、ビッグデータから得られた情報につき十分なエビデン

倒的な情報量の増加にある。世界のデータ量は毎年40パー

スがあるか否かを検討し、果たして信憑性のある情報かを慎

セントずつ増加しており、現在、世界中に存在するデータの9

重に吟味する必要がある。

割は過去2年のうちに生じたものであるともいわれている。尋常

ところで、データ収集の側面に関し、クオンティファイド・セ

でない速度で、世界中の情報量は増え続けているのである。

ルフという概念に言及しておきたい。クオンティファイド・セルフ

膨大な量のデータの解析は、高精度の予測を実現し、今ま

とは、ウェアラブル端末等のガジェットを用いて自分自身に関

では認識できなかった新しい法則や相関関係を発見すること

する情報を数字で把握し、健康管理するトレンドのことである。

を可能とし、様々な分野において有効に利用されている。

たとえば、身近な例としては、リストバンドや時計型の端末で、

しかし、ビッグデータの利活用においては、対象とするデー

利用者の心拍数、血圧、運動量等のデータを収集するものが

タが個人情報に該当する場合、個人情報保護法の適用があり

挙げられる。ユニークなものでは、睡眠時の状態を観測する睡

得るため、同法に抵触しないように注意する必要がある。とり

眠計、ネットに接続される体重計、さらには食生活をサポート

わけ、病歴等を含む医療データは個人情報の中でも特に機

するフォーク型の端末まで、様々な種類のものが存在し、これ

微性の高い情報であり、他の個人情報に比し、一層慎重な取

からも更に多種多様なデバイスが開発されることが予想され

扱いが要求される点にも留意されたい。

る。

以下では、医療領域におけるビッグデータの利活用の方法

クオンティファイド・セルフの功績は、第一にデータ量の増

に言及した上で、個人情報保護法による法的規制について検

加に寄与したという側面にある。ウェアラブル端末の流行は、

討する。

通常の臨床の現場では取得し得ない大量のデータの取得を

2 医療領域における具体的利活用

実現させた。また、睡眠の状態や食事のスピード等、今までは

医療領域においても、様々な方法でビッグデータが利用さ

あまりデータ化することのなかったデータの取得が実現した点

れており、典型としては、患者の健康状態に関する診療デー

も大きな功績である。この新しい種類の情報の解析によって、

タを解析し疫学的観点からの研究をする方法が挙げられる。

更なる医療の発展を望むことができるであろう。

たとえば、膨大な量の診療データの解析は、特定の患者に

3 法的規制

関する病気の経過や合併症のリスク予測、投薬の方法から適

3.1 個人情報保護法

切な入院日数の判断に至るまで、臨床のあらゆる場面で応用

個人情報の取り扱いに際し、個人情報保護法に違反しない

することが可能である。また、今まで認識されていなかった病

ように注意を払う必要があるのは前述のとおりであるが、日本

気の原因や危険因子、あるいは薬効に影響する因子を発見

においては、個人情報の取扱いに対して極端に慎重になり過

することができ、医学的研究の進展にも資することもできる。

ぎてしまい、十分にビッグデータが利活用されていないという

しかし、留意しなければいけないのは、ビッグデータの解析

現実がある。いわゆる過剰反応といわれる事態である。
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ビッグデータを有効利用するためには、個人情報保護の取

しかし、今般の改正において、病歴を含む要配慮個人情報

扱いに対する過剰反応を改める必要がある。そのためには、

については、オプトアウトの方式による第三者提供が認められ

個人情報保護法の規制内容を十分に理解し、個人情報の適

なくなった。従って、病歴を含むデータを第三者にあたる研究

切な取扱いの方法を知ることが必要となる。

機関等に提供する際には、予め本人から必ずその旨の同意

なお、平成２７年３月１０日、個人情報保護法の改正法案が

を得ておく必要がある。

閣議決定された。今後は、この改正法案に従い個人情報保護

3.4.2 外国にある第三者への情報提供

法が改正される運びとなるため、以下では、今般の改正法の

現行法では、個人情報保護法は国内でしか適用されず、

内容にも触れつつ、個人情報保護法の内容につき言及する。

個人情報の海外流出に対し、特段の法的フォローがなされて

3.2. 個人情報

いない。仮に、日本人の個人情報が人権保障の乏しい国に

個人情報保護法第2条1項は、同法にかかる個人情報を

流出してしまった場合、その国で好き放題に日本人の個人情

「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

報が使われてしまうおそれがある。

氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別するこ

そこで、改正法案においては、外国への不当な情報流出を

とができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それに

防止すべく、外国にある第三者に個人データを提供する場合、

より特定の個人を識別することができることとなるものを含む）」

外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の予め

と定義している。この定義からすると、個人情報とは、氏名や

の本人の同意が必要とされた。また、外国での個人情報保護

住所といった、個人を識別することのできる情報そのものに限

法の適用を認めるとともに、個人情報保護委員会が同法に相

られない。たとえば、氏名等の含まれない、健康状態に関する

当する外国の法令を執行する外国執行当局に対し、職務遂

データであっても、他の情報と容易に照合することが可能であ

行に資する情報の提供を行うことができることとされた。

って、特定個人を識別することができるものは、個人情報に含

3.4.3 民間団体による自主ルールの作成

まれる。

現行法は、自発的な個人情報の適正な取扱いを確保する

そこで、個人情報を匿名加工し、個人を識別できないように

ための取組みを促進させる目的のもと、民間事業者からなる

することが考えられるが、どの程度まで加工すれば容易に照

認定個人情報保護団体に個人情報保護指針を作成するよう

合できないということができるのか、現在のところ、厳密な基準

努力義務を課している。

は存在していない。この点、改正法案は、匿名加工情報の作

なお、改正法案においては、個人情報保護指針の策定に

成につき、「個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、

際しては、マルチステークホルダーとの協議のプロセスを経て

当該個人情報を加工しなければならない」として、個人情報保

ルール策定を行うべきであるという考えから、この点につき「消

護委員会に基準を作成することを委ねており、今後は、同委

費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聴いて」個

員会における基準の作成が待たれるところである。

人情報保護指針を作成すべきものとしている。

ところで、病歴は特に機微性の高い情報であるため、改正

参考文献

法案において、病歴は「要配慮個人情報」に含まれるものとさ
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れた。要配慮個人情報は、個人情報の中でも特に慎重な取
扱いが要求される情報であり、改正法案においては特段の規
制が課せられているので、この点に注意する必要がある。
3.3 利用目的の明示
個人情報の取り扱いにおいては、出来る限り、その利用目
的を特定して明示することが求められ(同法15条、18条1項)、
利用目的以外に用いることは許されない。
3.4 第三者提供
3.4.1 オプトアウト方式
現行法において、個人情報を第三者に提供する際、本人
の同意が必要とされている（同法23条第1項）が、これについ
ては、いわゆるオプトアウトの方法によることが認められている。
すなわち、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、かつ、事後
的に本人の求めにより提供停止を行うこととする場合において
は、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供すること
が可能とされているのである。
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2.2 認証・審査制度における日・米・欧の比較

1. はじめに

日本の認証制度の対象が高度管理医療機器（クラスⅢ）ま

医療イノベーション 5 か年戦略（医療イノベーション会議、平

で拡大されたとしても、PMDA が責任主体となって厳格に審査

成 24 年 6 月 6 日）では、医療機器産業の国際競争力をより発

されており、事前規制型の審査制度に変わりはない。改正薬

展させ、グローバルな企業間競争に勝ち残るために、制度の

事法の下でも、改善・改良部分が存在してもその部分のみを

見直し等を必要とすることが宣言された。この宣言を受けて、

審査の対象とできないため、依然として認証・審査に時間がか

医療機器産業を国際競争力のある産業に発展させるために

かる。

整備されたのが、平成 25 年 11 月 27 日に改正された薬事法

一方で、欧州ではクラスⅠ～Ⅳいずれにおいて企業の申請

（以下、改正薬事法）である。

と第三者機関の認証（CE マークの取得）により審査される。ま

医療機器は医薬品と異なり、短いライフサイクルで改善・改

た、欧州は改善・改良部分のみを審査対象とできる制度設計

良を行ったうえで市場に供給されるうえ、新医療機器の開発・

となっているほか、欧州は第三者機関を責任主体とした市販

実用化については、承認・上市に時間がかかるといった課題

後調査を原則的に行い、事後規制型の審査制度となっている。

がある。また、医療機器の国際展開を進めるためには、国際

さらに欧州は日本と異なり審査スタッフの数・質ともに充実して

整合性に配慮する必要がある。改正薬事法はこれらの医療機

いることから、迅速かつ適切な審査を行うことができる。

器特有の課題に応じて規制するよう配慮されたものの、欧米

米国は国を責任主体とするものの、改善・改良部分のみを

に比べればまだ不十分な点も見受けられる。

審査対象としており、このような体制は日本と欧州の中間的な

そこで、改正薬事法で設けられた医療機器産業発展のた

審査体制といえる。

めの工夫と課題について検討する。また、薬事法と深いかか

日・米・欧の審査体制を比較すると、Fig.1 のようになる。

わりを持つ特許法による産業発展の法制度とその課題につい
ても検討する。

Fig.１ 日・米・欧の認証・審査体制の比較

2.改正薬事法による医療機器の審査体制と各国比較

日本

2.1 認証制度の拡大

クラス分類

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

米国
機器、機具、器具、機械、装置、インプラント、
インビートロ試薬、もしくはその他の類似した、も
しくは関連した物品で、組み立て部品やアクセ
サリー部品を含む。
つまり：
・ ヒトもしくは他の動物の病気もしくはその他の
病状の診断、養生、緩和,、治療、予防医療の
使用目的のため
・ ヒトもしくは他の動物の身体の構造もしくは機
能に影響を与えるもの。そしてヒト、もしくは他の
動物における化学作用を使うことを主要目的と
しないこと。その主要目的の達成のために代謝
することで左右されないこととする。
（FD＆C Act §20１(h))
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

クラス分類権者

国が指定

国が指定

審査主体

PMDAが実施・責任
クラスⅢまで第三者認証制度

FDAが実施・責任
実質は医薬品評価研究センター（CDRH)が審 第三者機関が実施・責任
査

人若しくは動物の疾病の診断、
治療若しくは予防に使用される
こと、又は人若しくは動物の身
体の構造若しくは機能に影響を
医療機器の定義 及ぼすことが目的とされている
機械器具等（再生医療等製品
を除く。）であつて、政令で定め
るものをいう
(改正薬事法２条４項）

従前から、医療機器規制の国際整合化会議（GHTF）による
医療機器のリスク分類案をベースに、国際標準化機構（ISO）
の定めた国際的一般名称により、医療機器を高度管理医療
機器（クラスⅣ・クラスⅢ）及び管理医療機器（クラスⅡ）、一般
医療機器（クラスⅠ）の三区分に分類し、規制していた。
改正薬事法により、高度管理医療機器（クラスⅢ）は民間の
第三者機関を活用した認証制度の対象になった。これにより、

73人（2013年4月時点）
300人強
審査スタッフの量・ 内訳（薬29人、工23人、医歯10
多様な分野の人材
人、理農8人、その他3人）
その時点の基準をもって判断すれば審査責任
責任の所在
政府
は問われない
機器の改善
改善部分を含めた全体の審査 改善部分だけの審査

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）は医療機
器の審査について新医療機器に重点化・迅速化できるように

欧州

器具、器械、用具、ソフトウエア、材料ま
たはその他の品目であって、単独使用か
組み合わせ使用かを問わず、又、製造業
者によって診断又は治療上の目的のた
めに使用されることが意図され及び適切
な活用が必要になるソフトウエアを含み、
製造業者が、以下の目的のために人体
への使用を意図したもの
（MDD93/42/EEC第１条)

Ⅰ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲ
第三者が申請
ただし、工業規格（ISO9000又は
EN46000)に準拠すること

第三者認証機関が２００～３００数社存在
多様な分野の人材
その時点の基準をもって判断すれば審査
責任は問われない
改善部分だけの審査

なった。
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欧米と比較すると、日本の審査・認証体制は必ずしも充実し

第では従来では求められなかった規制への対応を強いられ、

ているとは言い難い。医療機器はその特性上、市販後調査に

開発企業にとって負担が重くなることも考えられる。

向いていることから、市場流通を迅速に行い、ユーザーに利

いずれにしてもプログラムを用いる対象者へのリスクや医療

用してもらうことが必要となる。国際競争に打ち勝つには、より

機器産業の特殊性を考慮しながら、国際競争力ある産業への

大胆な規制緩和が必要となると考えられる。

発展を過度に制限しない運用が望まれる。

3.単体プログラムにおける制度

4.特許法の産業発展制度と改正薬事法の関係

3.1 単体プログラムの各国規制比較

4.1 特許権制度とは

改正前薬事法は、医療機器を「人又は動物の疾病の診断、

特許法第 1 条は、「発明の保護及び利用を図ることにより、

治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつ

発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とす

て、機械器具、歯科材料、医療用品および衛生用品…でない

る」と規定している。そして同法は、特許発明を発明者に特許

もの…」と定義し、有体物のみを前提としており、無体物である

発明の独占権を付与する（同法 68 条）とともに、特許発明を第

単体プログラムを医療機器として定義していなかった。ただ、

三者に公開することを求めている（同法 64 条）。

医療機器の性能を有する単体プログラムには健康被害を伴い

このように、特許発明の公開の代償として、特許発明の独

うるため、諸外国と同様に単体プログラムを規制する必要性が

占権を政策的に保証することで、第三者の市場参入を阻止し、

従来から唱えられていた。そこで、改正薬事法では単体プロ

自己の研究・実施に伴う投下資本のリスクを保証して、特許発

グラムを規制対象として取り扱い、ユーザーの安全に配慮す

明の実施を促進している（公開代償論）。

る体制をとった。

4.2 改正薬事法と特許権存続期間延長登録制度の関係
特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了

改正前後の動きを日・欧・米で比較して図示すると、Fig.2の

するのが原則である（同法 67 条 1 項）が、例外として「特許発

とおりとなる。

明の実施について…政令で定めるものを受けることが必要で
Fig.2
考え方

分類

ソフトウエア規制の各国比較
定義

製品例

【医療機器標準搭載ソフトウェア】
医療機器に標準搭載されたソフトウェア。 ＣＴ等の組み込みソフトウェア等
本体の医療機器と一緒に市場流通する。

医療機器の構成
品であるソフト
【医療機器オプションソフトウェア】
ウェア
医療機器のオプション製品。本体の医療
ＣＴのモダリティーコンソール用
機器と別に市場流通するが、本体の構成
オプションソフト等
品であるので必ず特定の本体にインス
トールされる。
【医療用アプリケーションソフトウェア①】
ソフトウェア単独で医療上の有用性があ
り、診療用途を意図したソフトウェア。単
独製品として流通し、かつＰＣ等の汎用
ハードウェアにインストールすることを意
図したソフトウェア。

診断・治療
の目的を意
図したもの

直接診断・
治療目的を
意図してい
ないか、ま
たは診療・
治療に役に
立つ機能・
性能を備え
ていない

診断機能を持った医療用アプリ
ケーション

日本
欧州
改正前改正後

あるために、その特許発明の実施をすることができない期間が
米国

あったとき」は、延長登録出願により 5 年を限度として延長でき

○

○

○

○

○

○

○

○

る（同 2 項）。そして、薬事法の承認は、「政令で定める」処分
特許権存続期間延長登録制度の趣旨は、知財高裁大合議
×

○

○

判決（平成 25 年(行ケ)第 10195 号～同第 10198 号）によると

○

以下のとおりである。

単独の医療用ア
プリケーションソ 【医療用アプリケーションソフトウェア②】
医療機器で取得した患者の生体情報や
フトウェア
画像情報などの臨床データの更なる処
理は行わずに診療のために保管、転送、
又は表示などすることを意図したソフト
生体検査システムソフトウェア
ウェア。拡大・縮小・回転などを含む。単
独製品として流通し、かつＰＣ等の汎用
ハードウェアにインストールすることを意
図したソフトウェア。

×

【医療情報システムソフトウェア①】
医療機器で取得した患者の生体情報や
画像情報などの臨床データを取り扱う
教育用・学習用電子カルテソフ
が、診療のために提供することを意図し トウェア
医療情報システ ない。
ムソフトウェア

×

×

×

×

×

×

×

×

【医療情報システムソフトウェア②】
患者の病歴や検査日程など非臨床デー
タを取り扱うことを目的としたソフトウェア

にあたる。

電子情報システムソフトウェア
電子カルテソフトウェア

すなわち、特許発明の実施について、同法６７条２項所定
○

○

の「政令で定める処分」を受けることが必要な場合に、特許権

○

者は、たとえ特許権を有していても、特許発明を実施すること
ができず、実質的に特許期間が侵食される結果を招く。このよ
うな結果は、特許権者に対して、研究開発に要した費用を回
収することができなくなる等の不利益をもたらし、また、開発者
等に対しても、研究開発のためのインセンティブを失わせるこ
とから、そのような不都合を解消させ、研究開発のためのイン

3.2 単体プログラムの業界自主ルールと課題

センティブを高める目的で、特許発明を実施できなかった期

規制対象の単体プログラムに該当するか否かは、①プログラ

間について、５年を限度として、特許権の存続期間を延長す

ム医療機器により得られた結果における疾病の治療、診断等

ることができるようにした。

の寄与度、及び②プログラム医療機器の機能の障害等により

しかしながら、特許法 67 条 2 項所定の「政令で定める処分」

人の生命及び健康に影響を与える恐れ（不具合があった場合

（特許法６７条２項・特許施行令３条）において、延長登録制度

のリスク）を含めた総合的なリスクの蓋然性の程度を勘案して

の対象となるのは、①医薬品、②再生医療等製品、③農薬の

決定される。

みで、「医療機器」は特許権延長登録制度の対象になってい

そうすると、単体プログラムの中にはリスクがあっても規制さ

ない。各国で比較すると、米国では①医薬品、②再生医療等

れない単体プログラムもある。このようなプログラムの規制は業

製品、③医療機器、④食品添加物、⑤着色料が延長登録制

界自主ルールに委ねられる予定である。

度の対象となっており、欧州では①医薬品、②再生医療等製

しかしながら、業界自主ルールの運用細則がなく、運用次
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品、③農薬が対象となっている（Fig.3）。

150

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

1154

Fig.3 各国の延長登録制度の状況
医薬品 再生医療等製品 医療機器 農薬 食品添加物 着色料
日本
○
○
×
○
×
×
米国
○
○
○
×
○
○
欧州
○
○
×
○
×
×
○…対象

×…非対象

4.3 医療機器における特許権延長登録制度の必要性
医薬品のみならず、医療機器においても改正薬事法の承
認手続は必要となる。医療機器の承認に必要な期間は、平成
22 年度において、優先品目では１５.１か月、通常品目では２０．
５か月である。PMDA は平成３０年までに、優先品目では９か
月、通常品目では１２か月まで短縮できるよう目標を定める。
しかしながら、いずれにしても、特許権者は医療機器に関
する特許発明を薬事法の承認手続にかかった期間について
実施できず、実質的に特許期間が侵食されることにかわりは
ない。そのため、医療機器にも、研究開発のインセンティブを
高める意味で、特許発明を実施できなかった期間について、
５年を限度として、特許権の存続期間を延長する必要がある。
米国 FDA による平成１７年度の総審査期間は１４．５か月で
あり、この間特許権が行使できないため、医療機器に対して 5
年を限度に特許権存続期間を延長できるようにしている。
欧州に医療機器の延長登録制度がないのは、第三者認証
により迅速な手続がなされているからで、日本と背景事情が異
なる。日本が医療機器について延長登録制度を認めないの
であれば、欧州と同程度に迅速な審査・認証制度を設計する
ことが必要である。

5.まとめ
改正薬事法は医療機器産業の発展のために様々な制度を
取り入れたものの、欧米と比較すれば、さらに改善すべき点が
認められる。特許法等の関係法令との整合性を考慮しつつ、
産業発展のための全体像をとらえたうえで、よりよい制度を構
築するよう改善されることが今後求められる。
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[1]
[2]
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障害・病気・普通・特別、そこにある ICT と心の関わりについての
考察
高橋 宜盟
一般社団法人結ライフコミュニケーション研究所

Disability, sickness, normal and special.
A study of the relationship of ICT and mind.
Yoshiaki Takahashi
Yui Life Communication Laboratory
Keywords: Disability, Normal, ICT, Communication
キーワード: 障害, 普通, ICT, コミュニケーション

1. はじめに

3.結果

病気と健康の間には明確な境界線がないと言われる。健常

3.1 30 代男性のケース

者と障害者はどうであろうか。今日事故や病気で障害者となる

指先の操作でパソコンを使い、自分の考えを文章にまとめ

かもしれない。技術の進歩で人々の暮らしが変わったように、

ることができる。タップ操作はできずタブレットは使えないが、

障害があっても ICT の活用で普通の生活が送れるかもしれな

それを可能にするための装置の研究開発に参加している。自

いと言われる。しかし「普通」の定義もまた明確ではない。ICT

分自身はからだを自由に動かせないにもかかわらず「自分は

が関わる上での「普通」とは何かについてささやかな考察を試

まだ動く場所があるからいい。１スイッチしか使えない人もいる

みる。

ので、そこをなんとかしなくてはいけない」と言う。

障害者の表記についての議論はあるが[1]、ここでは障害者

3.2 40 代女性のケース

を行政上の支援を受ける際の区分と理解している。

ヘッドバンドにつけたスタイラスペンでタブレットを操作し自
分の意思を伝える[2]。自らが苦労した透明文字盤の改良と

2.方法

商品化に取り組んでいる。自分の声では話すことができない

次の３名と約１年に渡り、障害を補完する手段として ICT を

が、合成音声を使って自らの経験を講演会で話すこともある。

活用するための話し合いを続けてきた結果をもとに考察を行

便利になった ICT 機器で意思の伝達が早くなった時に「やっと

う。

役にたてる」とつぶやいた。

・30 代男性：筋ジストロフィー患者、人工呼吸器装着、

3.3 60 代女性のケース

身体機能障害がある

スマートデバイスを活用しコミュニケーション能力を高めてき

・40 代女性：中学生の時に交通事故に遭い四肢麻痺、

た。自分が頑張って話すことが入院中に知り合った他の患者

構音障害がある
・60 代女性：脳梗塞後の重度の失語症者（失読失書）

の心の支えとなっており、それが自分の喜びであり使命と感じ

それぞれに、対面での聞き取りと電子メールによって、日常

ている。それにより言語能力の回復が進んだと思われる[3]。

生活の中で ICT 機器を使うにあたって、どのような機能が必要

失読失書であったにもかかわらず、友人の Facebook の投稿

か、改良すべき点は何かを確認し、適した機器の選定や使い

にコメントを投稿するまでになった。

方の相談をしてきた中で、当事者のものの見方や考え方を聞

３名とも、ICT 機器を使うことが目的ではなく、その上で人の

き取りした。

役に立つことが望みであり、生きる喜びと考えている。ICT の
活用では機能を満たすことだけではなく、その先にある活動を
導き出すきっかけとなることが重要であると言える。
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4.まとめ
「普通」とは「いまある状態と、そこからよりよくなろう、より良く
しようと考える気持ちがあること」と言える。ICT の活用は機能
の補完だけではなく、自分自身や他者との関わりを向上させ
たいという心を呼び起こすものでなくてはならない。ICT 機器
の設計、製造、利用の際に留意すべき点と考える。

参考文献
[1]

[2]
[3]

内閣府: 「障害」の表記に関する検討結果について,
第 26 回障害者制度改革推進会議, 資料 2, pp.1-13
(2010).
茉本亜沙子: 車椅子の視点, メヂカルフレンド社
(1998)
木村菱治: 失われたコミュニケーションを iPhone で
取り戻す, 医療と Apple, Mac Fan 10 月号, pp.
106-107, マイナビ (2014).
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独居高齢者の服薬遵守向上を目指した
コミュニケーション型ロボットの活用
○石黒 奎太朗＊，真嶋 由貴恵＊，坂田 信裕＊＊
*大阪府立大学 現代システム科学域 知識情報システム学類
**獨協医科大学 基本医学 情報教育部門

Utilization of communication robot to improve medication adherence
for elderly people living alone
○Keitaro ISHIGURO＊，Yukie MAJIMA＊ and Nobuhiro SAKATA＊＊
*School of Knowledge and Information Systems, College of Sustainable System Sciences,
Osaka Prefecture University
** Division of ICT Education, Dokkyo Medical University
Keywords: medication adherence, communication robot, Pepper，elderly living alone
キーワード: 服薬アドヒアランス，コミュニケーション型ロボット，Pepper，独居高齢者

2.2 服薬コンプライアンスから服薬アドヒアランス
へ

1. はじめに

服薬遵守は，服薬コンプライアンスとも呼ばれていた．しか

日本の人口が減少すると予測される一方で，高齢者の割合

し，近年「医療者の指示に従うべき」というコンプライアンス概

は，2025 年には約 30％，2060 年には約 40％に達すると予想

念より，「患者自身が治療に積極的に参加するべき」というアド

され，高齢者人口に占める独居高齢者の割合も男女ともに増

ヒアランス概念が重要視されるようになった．服薬アドヒアラン

加すると予想されている[1]．そのため，高齢者介護の需要は

スを向上させるためには，耳を傾けてもらいやすいコミュニケ

年々増加している．また，国民の 60％以上が自宅での療養を

ーションをとり信頼関係を築いた上での服薬支援が重要となる

望んでおり[2]，在宅介護・医療の推進を図る必要がある．

[6]．

2010 年の調査によると，後期高齢者は平均して 3.5 種類の

3.コミュニケーションロボットの活用

疾患があり，一日に約 4.5 剤もの薬剤を服用している[3]．病態

3.1 ロボットとのコミュニケーション

と薬の種類にもよるが，医師の指示通り服薬していない脆弱な
高齢患者は 30％から 50％ほどと言われ，その原因には独居，

近年スマートフォンが普及し，音声でコミュニケーションをし

うつ，服薬自己管理能力の欠如などが挙げられている[4]．ま

ながら服薬管理ができるアプリを無料で手に入れられる時代と

た，全医療機関での医療事故(平成 26 年 7 月から 9 月)の約

なった．しかし，スマートフォンのような動きのない無機質なも

30％は，薬剤が原因であり[5]，独居では特に薬剤管理に関

のとコミュニケーションをとることが気恥ずかしいと思う人は多

する負担も大きい．

い．

これらの状況をふまえ，本研究では，独居高齢者の服薬遵

しかし一方，コミュニケーションがとれ，動きのあるロボットで

守を向上させるためにコミュニケーション型ロボットの活用を検

は，人や動物のようなフィードバックが可能なため，気恥ずか

討することを目的とする．

しさが軽減され，高齢者はコミュニケーションを積極的にとろう
とするという報告もある[７]．

2.服薬遵守

また，認知症や寝たきりの高齢者が入所している施設に，ア
ザラシの赤ちゃんをモデルにしたメンタルコミットロボット「パロ」

2.1 服薬遵守とは
服薬遵守とは，医者から処方された薬剤を患者が正しく服

を導入する実験を行ったところ，パロがロボットだと知っている

用することである．服薬遵守により，病気再発防止，医療費削

のにもかかわらず，導入初日より，被験者はパロに話しかけた

減，QOL 向上につながる．

り，撫でたり，抱きしめたりと積極的にコミュニケーションをとろう
とするという結果が得られた[8]．
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服薬時間（食後）となりスタート
挨拶
YES

薬を飲んだか
の確認

食後？

YES

薬をカメラで
撮影し、
データを送信

NO
NO

薬をカメラで
撮影し、
データを送信

次回から食後に
飲んでください

YES

今から飲みま
すか？

30分後に
確認します

ダンスを披露

NO
飲まない理由
を選択

選択肢にない

YES

飲まない理由を
録音

飲みま
すか？

選択肢にある

アドバイス

NO

終了

データを送信

Fig1:食後に服用するべき薬を処方された場合のコミュニケーションロボットとのインタラクション例

3.2 感情認識パーソナルロボット Pepper

5.まとめと課題

Pepper は人間と共生することを目的として開発された人型ロ

独居高齢者の服薬遵守の向上を目指し、コミュニケーション

ボット（Aldebaran/ソフトバンクロボティクス）である．Pepper は

型ロボット“Pepper”を用いた機能について提案した．今後の

表情と声からユーザの感情を認識でき，更に会話や移動など

課題として、提案機能の実装，Pepper への愛着度合いに関す

により自律した動きが可能である．

る調査，服薬遵守の向上に関する検証が挙げられる．

この Pepper を活用し，独居高齢者の服薬自己管理を支援
することを検討する．

参考文献
[1]

4.機能提案
Pepper で服薬支援をする基本的な流れは Fig１の通りである．

[2]

まず，設定された服薬時間からスタートし，服薬の確認および
記録，飲まなかった理由の確認および記録，ダンスによる服

[3]

薬の動機づけで終了とする．
[4]

服薬遵守を支援するにあたり，対象者を把握し，ラポール
（親密感）を形成することが特に重要である．そのために，

[5]

Pepper による対応の中に服薬支援前のカウンセリング，支援
中のミラーリング，ペーシングを行える機能を持たせることとす

[6]
[7]

る．カウンセリングにより，性格タイプ診断とゴールの決定をす
る．４つの性格タイプ（コントローラー・プロモーター・サポータ
ー・アナライザー）別に，質問やアドバイスの仕方を変更し，具
体的なゴールを決定する．また，ゴールに到達できるよう現在
の状況を確認する（アンカリング）．姿勢や手足の動かし方，顔
の表情などを相手に合わせる（ミラーリング），相手の話す速

[8]

度や声の調子を合わせる（ペーシング）．これらの対応は，相
手に安心感を与え，耳を傾けてもらいやすくする点で有効で
ある．
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福島県における循環器病発症登録システム構築の取り組み
○中野 裕紀 123, 大平 哲也 1, 岡田 武夫 3
1
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Cardiovascular onset registration system building efforts in Fukushima
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キーワード:疾病登録, 医療情報システム, 循環器疾患, 公衆衛生, 地域保健医療
要約：東日本大震災の原発事故による長期の避難生活により、循環器疾患発症増加が懸念されているが、全
県的に把握するシステムはなかった。福島県全県域対象の循環器疾患発症登録システム構築ついて、これま
での取り組みに報告する。

1. はじめに

2.方法

循環器疾患は生活習慣改善などにより、予防可能な疾患

まず平成 26 年度においては、我が国で実施されている循

であるが、予防やその対策を効率的に行うには、死亡率のみ

環器疾患発症登録（脳卒中または心筋梗塞のいずれか一方

ならず発生率を把握することが重要である。減塩推奨などの

を実施しているものを含む）について、いくつかの事例を調査

生活習慣改善、診断治療手法の出現により循環器疾患による

し、制度面と実務面でも問題点について調査した。具体的に

死亡率は減少傾向にあるが、循環器疾患の発症数は増加し

は、秋田県、栃木県で実施されているもの、職域や地域コホ

ている。医療費の抑制という視点からも、地域での入院を要す

ートとして実施されているものなど、広く事例を収集し、実態の

る循環器疾患の発症患者を治療内容や重症度を含めて悉皆

把握を行い、より実用的で低コストで開発と運用ができるシス

的に把握し、要介護状態や生命予後との関連を明らかにする

テムの仕様の検討をすすめた。

ためにも系統的な発症登録が必要である。
福島県においては従来より脳卒中（平成 22 年度死因別年

3.結果

齢調整別男女別死亡率・脳血管疾患で、男性 8 位、女性 6

発症登録データの標準化によるデータ収集と精度向上を

位）、心筋梗塞（平成 22 年度死因別年齢調整別男女別死亡

図るため、他のフィールド行われている登録票の設問と調査

率・急性心筋梗塞で男女ともに１位）の死亡率が高いことが報

登録票の内容調査をもとに検討し、福島県立医科大学内外

告されていることに加え、震災及びその後の放射線事故の影

の循環器内科や脳外科、健診・人間ドック、公衆衛生学・疫学、

響により避難を余儀なくされた者も多く、生活習慣の変化や心

データ管理・解析の専門家などの意見を取り入れ、適切で必

理社会的ストレスの増大からし循環器疾患発症の増加が懸念

要十分な設問を有する標準的な循環器疾患発症登録のため

される。福島県立医科大学が、福島県急性心筋梗塞発症登

の調査登録票を設計した。

録調査を行っているが、個人を同定していないことから、収集

発症登録情報データベースのプラットフォームとしては、

されたデータでは循環器疾患発症登録情報としての価値は

Filemaker サーバーを選択し、iPad による入力を可能とするプ

半減しており、脳卒中登録は県単位では行われていない。し

ロトタイプを作成した。既に福島県立医科大学で運用実績の

たがって、県内外の避難者を含む県民全体を対象にして、都

ある心筋梗塞登録システムで行われているファックスや電話で

道府県をまたいだ広域を対象とした循環器疾患発症登録シス

のフローを参考にして、個人情報の取り扱いやセキュリティ面

テムの構築と運用開始が急務である。
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AND INITIAL RESULTS OF THE FUKUSHIMA
PREFECTURE ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION REGISTRATION SURVEY,
FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE
Vol. 59 (2013) No. 1 p. 27-34

などで実現可能なフローについての検討を進めている。

4.考察
平成 27 年度においては、これらを元に福島県 A 町協力を
得て発症登録を実際に行い、対象を県下全域に拡大するに

[4]

循環器病克服１０か年計画研究成果報告書,主任研究
者：国立循環器病センター名誉所長・松尾壽之（厚生
労働省循環器病研究委託費 16 指-2）

[5]

都道府県別にみた死亡の状況～平成 22 年都道府県
別年齢調整死亡率～：厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/10
sibou/dl/gaikyou.pdf

あたってのシステム及び業務フローの見直しをすすめていく
計画である。
本研究においてのもっとも大きな障壁は、データベースや
システムの設計、運用などの ITC に関する課題ではなく、学内
外を含めた関係機関との調整である。
特に病院調査などにおいて、旧来の訪問と目視による診療
録確認の作業は、非常に煩雑であるが、この点について、地
域医療連携ネットワークを利用した、診療情報、画像情報の
提供がなされることで、病院での現地調査などの作業が半減
することは言うまでもない。本研究においては病院での現地調
査や協力医療機関での発症登録情報の入力にモバイルデバ
イスを利用することを想定している。しかし、医療機関におい
ては、対外的に診療情報の提供を行うことについて、医療機
関ごとの情報の取り扱いに関する考え方や内規の違いなどか
ら、結果的に協力的ではないところもあると考えられ、循環器
疾患発症登録という公衆衛生に寄与する事業であっても、理
解を得られにくいことが、予想される。
今後も医師会や市町村、県立医大及び医療機関の間で、
発症登録についてのコンセンサスと協力が得られるように、粘
り強く取り組んでいく必要がある。
加えて、循環器疾患発症登録は、がん登録のような法的な
根拠が希薄であり、市町村の個人情報保護条例や、各医療
機関での診療情報に関する取扱い規則などは、個人情報あ
るいは診療情報の保護に重点を置いており、診療情報の利活
用により、医療制度の向上や医療資源利用の効率化による医
療費の低減などに繋がるという視点が殆ど考慮されていない
ことが指摘できる。
循環器疾患発症登録を円滑に進めるためにも、この事業の
持つ意味を、そこから得られたエビデンスを示したうえで、社
会に発信しアピールしていくことも急務であるが、同時に早急
な法制度及び条例等の整備が進むことも期待したい。
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循環器疾患の登録事業について（厚生労働省）
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir
you/kenkou/seikatsu/dl/seikatusyuukan_sankou03.pdf
（平成 26 年 4 月 10 日存在確認）

[2]

急性循環器疾患の発症登録による発症病態分析と要
因解明および治療効果の評価および活用に関する研
究(2007 年度報告書)

[3]

福島県急性心筋梗塞発症登録調査の例：START

中野 裕紀

160

1164

IT ヘルスケア 第 10 巻 1 号， Jun 6-7, 2015

感性スタディ支援システムの開発
○三輪 洋靖， 渡辺 健太郎， 西村 拓一
産業技術総合研究所 人間情報研究部門

Development of Kansei Study Support System
○Hiroyasu Miwa, Kentaro Watanabe, Takuichi Nishimura
Human Informatics Research Institute, AIST
Keywords: nursing-care, meal assistance, service quality, measurement, service engineering
キーワード: 介護，食事介助，サービス品質，計測，サービス工学
Abstract: Quantitative measurement of service process and service quality are necessary to improve the
nursing-care service. However, both of them were not assessed based on engineering methods but on
the inspiration of managers or employees in the service field. In this paper, we proposed the quality study,
which measure the service quality. Then, we integrated the time and motion study and the quality study
into the Kansei study to simultaneously measure employee behaviors and service quality at nursing-care
facilities. In addition, we developed the Kansei study support system running on iOS.

ス」と名付けている．そして，介護施設従業員に対する行動観

1. はじめに

察と聞き取り調査より，介護施設従業員の行動コードを構築し，
介護サービスでは，介護士や看護師，介護支援専門員とい

状態遷移による介護プロセスの記述法を提案してきた．さらに，

った介護施設従業員が連携し，顧客のニーズや身体状態に

介護施設従業員に対して，観察者が対象者の行動を記録す

基づいて作成された介護計画に沿って，歩行介助や食事介

る他計式タイムスタディを実施し，介護サービスにおけるサー

助，排泄介助，入浴介助などの生活介助，体調管理や薬品

ビスプロセス，すなわち，介護プロセスの可視化を行ってきた．

管理などの医療関連行為，リハビリテーションといった，多様

これにより，従業員がいつ，どこで，誰に対して，どのような行

なサービスを提供している．これらの一連のサービスを評価す

動を取ったのかを定量的に計測可能となり，従業員教育やサ

る指標の一つに，「サービスによる価値創出に使用される資源

ービスの改善，介護プロセスの設計に有効であることを明らか

の割合」で定義されるサービス生産性がある[1]．ここで，サー

にしてきた[2][3]．

ビス提供に使用される資源とは，従業員の作業時間やコストを
指す．したがって，作業手順を効率化して作業時間を短縮化

しかし，タイムスタディをベースとした介護プロセスの計測で

できれば，サービス提供に使用される資源を削減できる．しか

は，従業員の時間の使い方や移動，行動など，介護プロセス

し，作業時間の短縮化によって，安全性やサービス品質が損

における時間的および空間的状態を明らかにすることはでき

なわれてしまった場合，サービス受益者(介護施設の入居者な

るが，質的状態を評価できないという課題が残っていた．そこ

ど)が得られる価値は低下してしまう．もし，作業時間の短縮化

で，本研究では，介護サービスのサービス生産性を評価する

によって，それを上回る価値の損失が生じた場合，サービス生

ため，介護プロセスにおける時間的および空間的状態に加え，

産性の低下を引き起こしてしまうことも想定される．

質的状態も同時に評価可能な計測手法を開発することを目的
とした．

そこで，介護サービスのサービス生産性を評価するために

2. 従業員の行動計測

は，サービスに投入される資源と創出される価値，すなわち，

介護サービスのように人基点のサービスにおいては，投入

サービス提供における作業時間とサービス品質の両者を同時

される資源の大部分は人に起因するものとなるため，従業員

に評価することが不可欠であると筆者らは考えた．

の時間の使い方や移動など，従業員の行動を計測することで

これまで，筆者らは「サービス提供における人，モノ，情報，

得られる．従業員の行動計測の手法としては，従業員自身も

道具，時間，カネの一連の動き・流れ」をサービスプロセスと定

しくは第 3 者による観察によって行動を記録するタイムスタディ

義し，介護サービスにおけるサービスプロセスを「介護プロセ

や[4]，加速度計やジャイロ，ビデオカメラなどのセンサを組み
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表 1 食事介助の品質要素に関する調査結果
Table 1 Questionnaire results of service quality about meal
assistance
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平均回答率 %
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合わせによって計測する手法がある[5]．本研究では，より計
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測精度が高い自形式もしくは他形式タイムスタディを採用する
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こととした．
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50
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%

タイムスタディで観察対象者の行動を記録する典型的な方

40
回答率の標準偏差

法は，計測者が手書きで観察ノートに対象者の行動を記録す
る方法である．この方法は，記録は簡便であるが，計測後のデ
ジタル化，コード化に時間がかかってしまうため，従業員への
フィードバックの即時性が劣るという短所がある．

30
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3. サービス品質のモデル化と計測
0
0

介護サービスに限らず，顧客に対してサービスを提供する
場合，従業員の能力やサービス提供方法によって，その品質，
創出される価値が変化する．特に，介護サービスでは，サービ
ス利用者の心身状態はそれぞれ異なっているため，画一的な

20

40
60
回答率の平均値 %

(a) 施設 B
図 1 品質要素に関する特徴量の分布
Fig. 1 Distribution of indices about each service quality factor

サービスではなく，個人ごとに適した方法でサービス提供する
ことが，サービス品質の向上には重要であると考える．

次に，品質要素ごとの特徴を明らかにするため，回答者を

筆者らは，介護サービスにおいて従業員間で品質の差が

勤続年数によって分類し，勤続年数ごとに各品質要素の平均

出やすい介助である食事介助に焦点を絞り，介護士，看護師，

回答率を求めた．得られた値について，品質要素ごとに平均

管理栄養士への聞き取り調査によって 43 個のサービス品質

値と標準偏差を求め，各品質要素に関する特徴量とした．そ

要素を得てきた[6][7]．

して，判別分析によって品質要素の特徴量を 2 群に分けたと

本研究では，得られた品質要素に対する従業員の意識を

ころ，図 1 のように施設 A，B ともに，28 個の要素を持つグル

調査した．43 個の食事介助の品質要素について，日々の食

ープ 1 と 15 個の要素を持つグループ 2 に分けることができた．

事介助で実践していることを自記式アンケート調査を実施した．

いずれも，グループ 1 は平均値が高く，標準偏差が低いという
特徴を持ち，グループ 2 は平均値が低く，標準偏差が高いと

調査は 2 箇所の介護施設にご協力頂き，食事介助を行ってい

いう特徴を持つ．

る介護士，看護師，理学療法士，作業療法士，管理栄養士，
ケアマネージャを対象とし，合計 84 名から回答を得た．

さらに，回答者が 3 名以上いた勤続年数群について，グル
ープごとの平均回答率と勤続年数の関係を求めると，図 2 のよ

その結果，表 1 の通り，施設ごとの 1 人当たりの平均回答数

うに，両施設において，グループ 1 に比べてグループ 2 の平

は施設 A: 32.4 個 (SD: 6.35 個)，施設 B: 36.7 個 (SD: 5.14

均回答率は，勤続年数による増加率が大きいことが分かった．

個)，平均回答率は施設 A: 75.3%，施設 B: 85.4%となり，要素

以上より，グループ 1 は勤続年数によらず，どの従業員も実践

ごとの回答率を両施設で比較すると，施設 B の方が有意に平

することができる品質要素であり，入居者に対して日常的に提

均回答率は高くなった(t 検定，p < 0.001)．また，両者の相関

供される品質レベルであると言える．これに対し，グループ 2

は 0.66 と高い相関係数が得られ，両者の間で有意な相関が

は勤続経験によって獲得する品質要素であり，グループ 2 に

得られた(t 検定, p < 0.001)．これらの結果より，施設によって

属する品質要素を実践できる従業員はハイスキルな従業員と

回答率に差はあるが，回答は似通った傾向を示すことが明ら

考えられる．そこで，筆者らはグループ 1 に属する品質要素を

かになった．

基礎的品質要素(Fundamental Quality factors, FQ)と，グルー
三輪 洋靖
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図 3 品質要素達成率とスキルの関係
Fig. 3 Relation between skill / quality and response rate of
quality factors
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4. 感性スタディの支援システムの開発
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本研究では，タイムスタディによる従業員の行動計測によっ

(a) 施設 B
図 2 FQ および EQ 回答率と勤続年数の関係
Fig. 2 Relation between service duration and mean response
rate of FQ and EQ

て，介護プロセスの時間的および空間的状態を計測する．
これに対し，第 3 章で構造化した手法を用い，FQ と EQ から
構成される品質要素を計測することで，介護プロセスの品質
要素を計測する手法を構築した．具体的には，目視もしくは自

プ 2 に属する品質要素を経験的品質要素 (Experimental

己申告による行動計測であるタイムスタディの手法をサービス

Quality factors, EQ)と名付けた．また，図 3 に FQ，EQ の達成

品質に対して適用し，事前に構造化した EQ および FQ につい

度とサービス品質の関係をまとめる．

て，サービス提供者自身もしくは第 3 者が連続的もしくは間欠

最後に，FQ，EQ の施設間での差異を調査した．その結果，
FQ に属する 28 個の品質要素のうち 24 個が両施設で FQ に

的な観察に基づいて記録することで，サービス品質を計測す
る．本手法はタイムスタディのサービス品質への拡張と考え，
クオリティスタディ(Quality Study)と名付けた．

属しており，全体での一致率は 81.3%であった．施設 A と B は
いずれも施設介護サービスを提供しているが，その規模，特

さらに，従業員の行動を計測するタイムスタディと，サービス

徴は異なっている．このことから，両施設で分類が一致したサ

品質を計測するクオリティスタディを統合し，両者を同時に実

ービス品質については，施設によらず介護サービス全般で共

施する手法を感性スタディ(Kansei Study)と名付けた．感性ス

通的に FQ もしくは EQ として使用できる品質要素であると考え

タディにより，介護プロセスの時間的，空間的および質的状態

た．逆に，施設 A，B 間で分類が一致しなかった品質要素に

要素を同時に計測が可能となり，介護サービスのサービス生

ついては，施設の独自性や経営方針の差を表していると考え

産性を総合的に評価可能となる．

た．

感性スタディを実施するためには，タイムスタディとクオリテ

以上より，食事介助におけるサービス品質について，これま

ィスタディを同時に実施し，両スタディの結果を重畳して可視

でに抽出した 43 個の品質要素は，施設の形態によらず，施設

化することが有効と考えられる．しかし，介護サービスでは 1 つ

介護サービスを提供する介護施設の従業員に対して，同様の

の行動が 1 分以内と短い場合が多く，行動と品質の両者を観

傾向を示すこと，勤続経験に依存しない FQ と勤続経験に依

察，記録することから，簡易な記録方法が必要となる．また，タ

存する EQ に構造化できることが分かった．これにより，食事介

イムスタディの短所である計測後に煩雑な事後処理を解決す

助においては，これらの品質要素の達成度を評価することで，

るため，サービス現場への導入には事後処理の簡略化も不可

サービス品質を評価できることが示唆された．

欠である．
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援する支援システムを開発した．図 4 に感性スタディ支援シス
テムの画面イメージを示す．本システムは iOS 上で動くソフトウ
ェアで，コメントを自由記述形式で，行動，サービス品質，場
所，共同作業者，サービス対象者，サービスの種類を選択式
で入力する．選択式の入力内容は任意にカスタマイズ可能と
した．また，並列に動く 2 台の時計を内蔵しており，同時に 2
つの状態や 2 人の状態を観察することも可能となっている．ユ
ーザーは“Start & Stop”ボタンを押すことで，時刻と状態を記
録する．記録項目の大部分を選択式とすることで，観察結果
の記録を簡略化した．なお，本システムは App Store にて
Quality Study という名称で簡易版を公開している．
最後に，介護施設従業員 2 名に試用してもらい，自計式お
よび他計式による食事介助サービスに関する感性スタディを
行った．その結果，本システムを用いることで，従業員の行動
とサービス品質の両者を同時に計測できること，タイムスタディ
で課題であったデジタル化に必要な時間を短縮できることを
確認した．
今後，開発した感性スタディ支援システムを用い，サービス
現場で感性スタディによる介護プロセスの長期計測を実施す
ることで，提案手法の有効性の評価と実用化を進める．

5. ま と め
本研究では，介護プロセスにおける時間的および空間的状
態に加え，質的状態も同時に評価可能な計測手法を開発す
ることを目的とした．サービス品質の調査を行い，品質要素を
基礎的品質要素，経験的品質要素に構造化した．また，これ
らの品質要素を観察によって調査するクオリティスタディを構
築した．そして，タイムスタディによる行動計測とクオリティスタ
ディによる品質計測を統合した感性スタディを構築し，感性ス
タディを支援するシステムの開発と現場での小規模な試用実
験を行うことで，その有効性を確認した．
三輪 洋靖
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多言語医療コミュニケーションアプリとヘルスケア
○長谷川 聡*, 長谷川 旭*, 岩佐 麻紀*,
R. Paul Lege**, 宮尾 克**,
高須 拳斗***, 坂井 由紀***, 杉田 奈未穂***，加藤 啓介***
*名古屋文理大学, **名古屋大学, ***㈱エスケイワード

Multilingual Medical Communication Apps and Healthcare
○Satoshi HASEGAWA*, Akira HASEGAWA*, Maki IWASA*,
R. Paul LEGE**, Masaru MIYAO**,
Kento TAKASU***, Yuki SAKAI***, Namiho SUGITA***, Keisuke KATO***
*Nagoya Bunri University
**Nagoya University
*** SKWORD Co., Ltd
Keywords: medical communication, dialog system, smartphone, tablet terminal, foreign patient
キーワード: 医療対話, 対話システム, スマートフォン, タブレット端末, 外国人患者
要約： 日本語がわからない外国人患者のための医療コミュニケーションシステムについて、Web 上で文字翻訳
できる防災・生活情報の『多言語情報翻訳システム』や、医療機関・旅行中の緊急事態などに、状況に応じたフ
レーズをメニュー選択すれば音声と文字で、多言語（英語・中国語・ハングル・ポルトガル語）で会話できる iPad
／ｉＰｈｏｎｅアプリ『ExLanguage』シリーズを紹介する。目的や利用シーンの違いによって、適したシステムの形態
や利用端末は異なる。多言語コミュニケーションシステムの今後とヘルスケアへの応用についても述べる。

また、増加する在日外国人に対しても、生活情報・防災情

1. はじめに

報・医療情報などは、正しく伝えられるべきであり、ヘルスケア
日本に在留する外国人の数は、年々増加し、2008 年をピ

の観点からも外国人も含めたサービスが望まれる。

ークにいったん減少したものの 2013 年から再び増加に転じて、
2014 年末には 212 万 1831 人に上った[1]。外国人の日本へ

現在、様々な言語間での自動翻訳システムや音声認識・発
話システムが実用化されており、スマートフォンなどのモバイ

の新規入国者数も２０１４年は１,２３８万８,７４８人に上り、2013

ル端末でも利用できるが、特に防災情報や医療情報は、正確

年に比べ２８３万４,３３３人（２９.７％）増加して過去最高となっ

かつ迅速な翻訳が必要で、利用場面に応じた専門用語の利

た[2]。これらに加え、短期間日本を訪ずれる外国人旅行者数

用やユーザおよび日本の文化や状況に応じた語彙と文章の

も増加している。日本語がわからない外国人が、日本で医療

選択が欠かせないため、現状の自然言語自動翻訳システム

を受ける必要に迫られるケースも増えていると思われる。さら

では対応が困難である。本稿では、あらかじめ状況に応じた

に近年、日本の高度医療を目的とする医療観光（メディカルツ

適切な訳文を用意しておくことによる４つのタイプの医療コミュ

ーリズム）への外国人の受け入れも行われるようになり、日本

ニケーションシステムを紹介し、医療対話やヘルスケアでの利

で医療を受ける外国人はますます増えると考えられる。

用について考察する。

しかし、外国人にとって、日本の医療現場での言葉の障壁

2. 多言語医療コミュニケーションシステム

は大きい。外国人患者が日本人の医療スタッフに症状などの
情報を正しく伝えられるか、医師からの指示や診断結果を正

多言語医療コミュニケーション支援を目的とした、複数の形

しく理解できるか、という意思疎通の問題以前に、外国人の中

態のシステム提案されている。ここでは、筆者らがかかわった

には、医療機関の受付での対話や手続きに不安を覚え、受診

次の４システムを順に紹介する。（１）『多言語情報翻訳システ

を躊躇する例も聞かれる。医療機関には、日本語のわからな

ム』（Web 上でテンプレート翻訳）、（２）『メディカルトーク』（医

い来院者にも、安心と、適切なコミュニケーションを保証するこ

療機関の受付用 iPad アプリ）、（３）『ExLanguage Nurse』

とが求められる。
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（看護師用 iPhone アプリ）、そして（４）『ExLanguage
HELP!』（海外旅行用 iPhone アプリ）である。

に分かれる。「地震災害」は、「地震発生前」「被害・救援」「安

2.1 Web システム『多言語情報翻訳システム』

援」は「被害状況」「医療」「給水」など７分類に分かれている。

否・相談」など６分類（図１（ｂ））され、さらに例えば「被害・救

医療に関する情報やコミュニケーションは、日常生活の上

このうち「医療」のカテゴリー（図１（ｃ））には１３の文章が用意さ

だけでなく、災害時に必要な情報（医療支援や災害時の衛生

れ、仮設診療所の設置場所や医療機関の診療時間の情報な

管理、被災者の治療など）もある。『多言語情報翻訳システム』

どが日本語から５言語に翻訳できる。また、「生活」カテゴリー

[3-6]が、多言語防災情報研究開発コンソーシアム（代表：宮

も「残留・医療」など４分類がさらにそれぞれ２～３の項目に分

尾克, 岡本耕平）により開発され、現在、板宮朋基制作版[3]

類されており、それぞれか文章翻訳ができる。「医療」に関す

が愛知県国際交流協会の Web サイト上に公開されている。

る分類（図１（ｄ））には、問診票の記入を促したり症状をたずね
るなどの４６文章が用意されている。

（ａ）トップページ（防災／生活）

（ｂ）防災→地震災害トップ
（ｃ）翻訳画面（地震災害→被害・救援→医療）

（ｄ）翻訳画面（生活→在留・医療→医療）
図１ 『多言語情報翻訳システム』（愛知県国際交流協会 Web サイト）のうち医療に関する部分の一部
図１は、公開中の『多言語情報翻訳システム』のうち医療に

『多言語情報翻訳システム』は、１９９５年の阪神・淡路大震

関する文章の翻訳画面を示している。『多言語情報翻訳シス

災で在日外国人が情報弱者となった反省から、必要な語彙・

テム』では、Web 上で日本のメニュー選択によって数百の文章

文章をカテゴリーに分類し２００５年（愛知万博開催により愛知

の中から必要なものを選べば、日本語から、英語、ハングル、

県に多くの外国人が訪れた）に第一版を公開したもので、おも

中国語、ポルトガル語、スペイン語へと翻訳された文が文字表

に行政や支援団体からの生活情報や防災情報を在日外国人

示できる。場所・日時・固有名詞などをテンプレートの穴埋め

向けに発信するために利用するものである。単に日本人向け

で文章中に挿入して翻訳し、翻訳された文章はＵｎｉｃｏｄｅによ

の情報を翻訳するだけでなく、文化の違いや災害や防災訓練

るテキストデータとしてコピーして、外国人への情報提供に利

の経験の違いに配慮した外国人向けの解説（台風情報などの

用できる。Web のトップページ（図１（ａ））で「防災」／「生活」の

意味や行動指針など）も整備しつつある。医療の情報は、日

２カテゴリーに分かれ、「防災」はさらに「地震災害」／「水害」

常生活や災害支援時など様々な場面で必要とされる。
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（ａ）『メディカルトーク』の初期画面
（ｂ）『メディカルトーク』での対話画面
図２ 『メディカルトーク』（医療機関の受付用 iPad アプリ）

2.2 医療受付 iPad アプリ『メディカルトーク』

2.3 看護師用 iPhone アプリ『ExLanguage Nurse』

医療機関の受付用 iPad アプリ『メディカルトーク』（図２）は、

『EXLanguage Nurse』（図３）は日本人の看護師が利用す

日本の医療機関の受付で使用し、日本人のスタッフと外国人

るための iPhone/iPod touch アプリで、AppStore で公開して

の外来患者との双方向の会話を音声で支援するアプリである。

いる。メニューは日本語で表示され、翻訳先言語を中国語・ハ

iPad を受付カウンター上に水平に置いた状態で、病院窓口ス

ングル・英語・ポルトガル語の４言語から選択（図３(ａ)）すれば

タッフと患者が１つの iPad をはさんで向かい合って利用する。

外国人患者の母国語で音声発話できる。シーン選択画面（図

iPad 用のネイティブアプリであるが特定の医療機関での利用

３(ｂ)）で「基本会話」「受付」「問診」「診察」「検査項目一覧」

を想定して開発したシステムで、AppStore への公開は行って

「診察後」「入院看護」の中から利用シーンを選択し文章をリス

いない。初期画面（図２(ａ)）で、病院受付カウンターの種類を

ト（図３(ｃ)）から選択できる。「基本会話」には、日本語表示さ

「総合受付」「各科受付」「会計・薬」「検査」「見舞案内」「場所

れるメニューで「どうされましたか？」「お大事にしてください。」

案内」から選んで設定しておく。患者側（図２の上側）からの操

など 18 のフレーズ、「受付」には 25、「問診」27、「診察」シーン

作で、外来患者が日本語・中国語・ハングル・英語・ポルトガ

には「仰向けに寝てください。」など 33 フレーズが現在登録さ

ル語の５言語の中から自分の母国語を選ぶ。日本人スタッフと

れている。「検査項目一覧」は、サブメニュー「採血」「採尿」

外国人来院者は『メディカルトーク』をはさんで交互に画面上

「心電図」「エコー/超音波」「CT」「X-P」「内視鏡」に分かれて

のボタン選択で対話をする。互いに母国語表示のメニューを

おり、それぞれの検査時に必要な患者への情報や指示が合

選べば相手の言葉で音声発話される。発話内容は、相手側

計 88 フレーズ、「診察後」には 23、「入院看護」には 32 のフレ

の向き（図２では患者が上）で文字でも表示される。

ーズが分類され、全体で 246 フレーズが利用できる。

（ａ）『ExLanguage Nurse』初期画面
（ｂ）利用シーン選択画面
（ｃ）文章選択画面
図３ 『ExLanguage Nurse』（看護師用 iPhone アプリ）
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2.4 海外旅行用 iPhone アプリ『ExLanguage HELP!』

ブレットかモバイル端末か、最適な端末も利用シーンに依存
する。近年、腕時計型やメガネ型のウェアブル端末も登場し、
生体情報をモニタリングしたり、ヘルスケアにかかわる情報を
記録・解析することで、医療機関による診断・治療にも役立つ
可能性が広がりつつある。ヘルスケア分野のデバイスやアプリ
でも、在日外国人が母国語で操作でき、日本人医療スタッフと
は日本語でコミュニケーションできて、利用者（患者）は母国語
でアラートやアドバイスを受け取れると良いと考えられる。

4. まとめと今後
今回、多言語医療情報システムについて、利用シーンに応
じて作られた４システムを紹介した。今後、システムのマルチプ
ラットフォーム化、およびウェアラブルデバイス対応や、音声認
識などによるフレーズ選択の実現、さらに、生体情報利用や
（ａ）初期画面（例）

（ｂ）１対１翻訳（アプリ群の一部）

食事[10]・運動情報の利用なども課題としたい。

図４ 『ExLanguage HELP!』（旅行者用 iPhone アプリ）
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急時に利用する iPhone/iPod touch アプリで、翻訳元と翻訳
先の言語の組み合わせごとのアプリ（図４（ｂ））シリーズの総称
である。１つのアプリは１言語から１言語への翻訳機能のみを
持つ。例えば、日本語から英語への翻訳アプリ『英語で
HELP!病院会話 EX Language』は、英語圏を旅行する日本人
が用いる。日本語から中国語、日本語から韓国語も、日本語
の AppStore で公開している。中国語から日本語の『日语小助
手 EX Language』、韓国語から日本語の『일본어 도우미 EX
Language』、英語から日本語『Phrase Helper Japanese』のよう
に、各国語の AppStore にアプリが公開されている。初期画面
（図４(ａ)）のメニューには、「緊急事態」「病院受付で」「症状
各科 程度など」「診察後」「薬局で」「医師用」の６つの項目が
翻訳もとの言語で表示され、「医師用」のみ翻訳先の言語表
記がカッコつきで併記されている。「緊急事態」は「病気」「ケ
ガ」「盗難」など５つのサブメニューに文章が分類されている。
「症状 各科 程度など」は「風邪」「腹痛」…「産科」「入院」など
12 のシーンに「時期・頻度」「痛み・程度」を加えた 14 のサブメ
ニューに分類されるなど、各メニューがさらにサブメニューに
分かれたフレーズ群からなる。選択したフレーズを組み合わせ
ることで、例えば「わき腹が痛みます。」「昨晩遅くからです。」
「しくしく痛む。」などのように、短い複数の文章で詳しい状況
を伝えられる。「医師用」は、医師に手渡して、医師からの返答
（翻訳先言語から翻訳もとへの翻訳）を得る機能である。

3. 多言語医療コミュニケーションとヘルスケア
在日外国人や旅行者に対する多言語での医療コミュニケ
ーション[7－9]は、今後ますます必要となる。医療情報では、
単なる直訳ではなく、正確かつ教育的配慮がなされた翻訳が
望まれる。利用シーンごとに必要なフレーズは異なり、PC かタ
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受信電力と信号到来時間による
インプラント医療機器位置推定法の性能評価
○安在 大祐*, 伊藤 孝弘*, 王 建青
*名古屋工業大学 大学院工学研究科

Performance Evaluation on RSSI- and TOA-Based Location Estimation
Methods for Implantable Medical Devices.
○Daisuke Anzai*, Takahiro Ito*, Jianqing Wang
*Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology
Keywords: インプラント医療機器, カプセル内視鏡, 位置推定
キーワード: Implantable medical device, Wireless capsule endoscope, Location Estimation

1. 序論
Wireless capsule endoscope
(WCE)

近年，無線通信機能を有するインプラント医療機器は大きく
注目されており，その中でも重要なアプリケーションとしてカプ
セル内視鏡システムがある[1-3]．カプセル内視鏡システムに
おいて，カプセル型の内視鏡は消化器内を移動しながら体内

Receive antennas

で取得した画像データを無線通信により体外に送信する．カ
プセル内視鏡が取得した画像情報に位置情報を加えることで

(a) System model

より正確な診断や内視鏡制御に応用できるため，カプセル内

(b) Locus of WCE movement

図1. 位置推定のシステムモデル

視鏡の高精度な位置推定は重要な課題である．
カプセル内視鏡位置推定法として，本研究は受信電力

無線信号を送信し，各受信点で受信した各信号から RSSI や

（RSSI： Received Signal Strength Indicator）による方法と信号

TOA を測定する．また，本研究は高精度な位置推定を実現

到来時間（TOA: Time Of Arrival）による方法に着目する．

するためパーティクルフィルタの適用を行う[1]．

RSSI による方法は簡易性や省電力性で利点のある一方で，

2.1 RSSI による位置推定法

RSSI 変動は距離変動に加えて人体による電力吸収の影響を

パーティクルフィルタによる位置推定を行うためには，人体

受け，その結果，位置推定精度の低下を引き起こす問題があ

内を伝搬した無線信号に対する受信電力の変動を表す確率

る．また，TOA による方法は他方式と比較して高精度に位置

モデルが必要となる．確率モデルの導出には，解剖学的人体

推定可能であるが，人体中の電波伝搬速度は真空中とは異

数値モデルを用いた FDTD (Finite Difference Time Domain)

なり，人体中の比誘電率の推定が必要となる．そこで，本研究

シミュレーションを基に実施した．数値モデルとしては身長

は，これらの 2 方式の高精度化について検討し，計算機シミュ

173cm，体重 65kg であり，送信アンテナは長さ 4mm のダイポ

レーションによる評価から各方式の比較検討を行う．

ールアンテナを，一方，受信点では長さ 20mm のダイポール
アンテナを用いた．FDTD シミュレーションによる解析の結果，

2.カプセル内視鏡位置推定法

受信電力 P の変動は送受信間距離 d が与えられたときの下記

図 1 は本位置推定システムのモデルを示す．カプセル内視

の条件付確率密度関数で表現できることが示された[1]．（ここ
で， と はモデルパラメータである．）

鏡は小腸内を移動し，M 個の受信機は体外に設置されている
ものとする．本位置推定法は位置が既知である受信機を用い

|

て，位置が未知であるカプセル内視鏡の 3 次元位置を推定す

=

1
√2

exp −

log

−
2

(1)

るモデルを考える．カプセル内視鏡は体外の受信機に対して
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2.2 TOA による位置推定法
TOA による位置推定においても測定データである TOA の
確率密度関数が必要であるが，本研究では信号到来時間は
サンプリング間隔を標準偏差とする正規分布に従うものとした．
また，本研究は TOA による位置推定で必要となる人体の比誘
電率についても受信電界強度を用いることで推定を行う．受
信電界強度 E から平均比誘電率 を推定する際に，均質な
損失性誘電体中を伝搬する球面波の電界強度の下記の表現
式を利用した．
=
=ω

(2)
Im

1−

ここで，E0 は送信電界強度， は角周波数，

図2. 計算機シミュレーションによって得られたRMSE特性

(3)
は真空の透磁

率， は真空の誘電率， は導電率である．上式の逆関数を
求めることにより受信電界強度から人体の平均比誘電率の推
定を行う．また，前小節と同様の FDTD シミュレーションを実施
し，推定比誘電率誤差の確率密度関数は対数正規分布によ
って示されることも確認した[2, 3]．

3. 計算機シミュレーションによる評価
計算機シミュレーションにおけるカプセル内視鏡の移動経

図3. サンプリング周波数のRMSE特性に対する影響

路を図 1(b)に示す．解析領域は 40cm×40cm×20cm の直方
体領域で，各頂点に受信機を配置した．なお，解析領域内は
UWB low-band の中心周波数 4.1GHz における 2/3 筋肉の生
体組織で満たされているものとした．
図 2 は各方式の RMSE（Root Mean Square Error）特性を示
す．また，比較として比誘電率を既知とした場合の TOA による
方法の RMSE 特性も示している．これらの結果より，TOA によ
る位置推定精度の優位性が示されており、さらには比誘電率
が既知である場合に迫る特性が得られている．ここで，TOA に
よる方法では 1.7cm の推定精度を達成できた．
図 3 は TOA による位置推定におけるサンプリング周波数が
RMSE 特性に及ぼす影響を示す．サンプリング周波数が低く

図4. 比誘電率推定誤差のRMSE特性に対する影響

なると TOA による方法の RMSE 特性は劣化し，サンプリング
周波数が 1GHz の場合は RSSI による方法より推定精度が悪
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化することも確認された．最後に，図 4 は比誘電率推定誤差

本研究は JSPS 科研費 15K18063 と立松財団の助成を受け

が TOA による位置推定に及ぼす影響を示す．この結果から，

たものである．

比誘電率誤差がおよそ±5％程度を超えると RSSI による位置
推定の方が推定精度の点で有利となることが示された．
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UWB 帯を用いたカプセル内視鏡
動画像伝送高速化に関する一検討
○清水 悠斗*, 安在 大祐*，王 建青*
*名古屋工業大学大学院 工学研究科

A Study on High-Speed UWB Transmission for Wireless Capsule Endoscope
○Yuto Shimizu*, Daisuke Anzai*, Jianqing Wang*
*Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology
Keywords: Body area network, implant communication, UWB, capsule endoscope
キーワード: ボディエリアネットワーク，インプラント通信，UWB，カプセル内視鏡
要約：近年，スクリーニング技術の１つとしてカプセル内視鏡の普及が進んでいるが，カプセル内視鏡の伝送速
度は非常に低く，高品質な動画像伝送は未だ実現されていない問題が指摘されている．そこで，本研究は物理
層に適用可能である UWB (Ultra Wide Band) に着目し，カプセル内視鏡伝送の高速化を図る．さらに，UWB カ
プセル内視鏡において送信側と受信側の双方で複数のアンテナを用いる送受信ダイバーシチを適用すること
により，インプラント BAN 環境下での高信頼・高速伝送の実現可能性について検討する．

1. まえがき

らはインプラント BAN 環境下でのさらなる伝送速度や伝送距

少子高齢化社会の到来を背景に，今後の医療分野におけ

離の向上を目的に，インプラント BAN における UWB 帯での送

る様々な問題が指摘されている．この問題を解決するべく医

受信ダイバーシチについて検討を行い，計算機シミュレーショ

療分野に ICT 技術を導入した BAN (Body Area Network)技術

ンによる送受信ダイバーシチを適用した際の通信特性評価に

が注目されており，インプラント BAN の応用アプリケーション

ついても行う．

の 1 つにカプセル内視鏡が挙げられる．近年，カプセル内視

2. 送信偏波アンテナと伝搬特性

鏡技術の開発が進んだことで，より鮮明で高解像度の画像取

ダイバーシチ技術を適用する際において，検討する事項

得が可能になった背景から，インプラント BAN においても高

の 1 つとしてダイバーシチに適したアンテナの設計が挙

品質な画像伝送に耐えうる高速かつ大容量の通信の要求が

げられる．本研究では、ダイバーシチの実現のために送信

大きくなっている．しかしながら、現在主流の 400MHz 帯カプ

側では偏波ダイバーシチを採用した．そのため，偏波ダイ

セル内視鏡の伝送速度は数百 kbps 程度で[1]，リアルタイム

バーシチに適したアンテナの検討を行った．図 1(a)に

の高品質画像伝送という条件を満たしているとは言えず，さら

FDTD (Finite Difference Time Domain)法を用いた電磁界シ

には，狭帯域周波数帯の制限を受けるため，高速伝送を実現

ミュレーションによって設計した平面楕円型ループアン

するのは原理的に困難である.

テナを示す．このような形状のアンテナを図 1(b)のよう

そこで，本研究では BAN 規格の中でも高速伝送が実現可

に，xy 平面と yz 平面にそれぞれのエレメントが接触しな

能な UWB (Ultra Wide Band) ローバンド (3.4 – 4.8GHz) を

いように配置し，一方のアンテナに給電点を接続し，もう

用いた通信を提案する．先行研究[2] では提案する周波数帯

一方のアンテナには負荷を接続し，インプラント BAN 環

における生体を用いたインプラント通信実験において体内深

境下での UWB ローバンド(3.4 – 4.8 GHz)におけるアンテ

部 12cm で伝送速度 1Mbps の達成を実証した．しかしながら，

ナ特性を電磁界シミュレーションにより求めた．図 2 に設

伝送距離と伝送速度の双方の点でカプセル内視鏡における

計したアンテナの反射特性を示す．この図から，反射特性

高品質な動画像伝送の要求条件を満たしているとは言えない．

が UWB ローバンドにおいておおよそ-10dB 以下を達成で

そこで，アンテナサイズが周波数に依存し，周波数が高くなる

きていることから，UWB ローバンドでの使用が可能であ

につれサイズを小型にすることが可能なことに着目した．UWB

ると言える．また，アンテナ間結合特性についても-30dB

帯を使用することでのアンテナの小型化により，カプセル内に

以下となっているため，2 つのアンテナ間での結合が十分

複数のアンテナを配置することが可能となり，送信側でのダイ

低く，偏波ダイバーシチアンテナとして利用可能である．

バーシチ技術の適用が可能となる．このような背景から，筆者
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図 3 伝搬特性シミュレーションモデル

(b) over view

図 1 偏波ダイバーシチアンテナ
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図 4 提案方式におけるスループット対距離特性

図 2 アンテナ反射特性

送受信ダイバーシチの実現可能性について検討を行った．初

次に，開発したアンテナを用いて人体内部から人体外部

めにダイバーシチに適した送信アンテナ設計を行い，設計し

へ UWB 信号を送信した場合の各偏波の伝搬特性を電磁界

た送信偏波アンテナは UWB ローバンドにおける反射特性が

シミュレーションにより求め，それらの相関係数を導出し

おおむね-10dB 以下となり，またアンテナ間結合量に関して

た[3]．この伝播特性の導出には，図 4 に示す情報通信研

も-30dB 以下となっており，さらには偏波間の相関係数も受信

究機構開発の人体数値モデルを用いた．この結果から，受

点位置と偏波面を適切に選べれば 0.4 以下であることから，偏

信点位置と偏波面を適切に選ぶことにより，相関係数が

波ダイバーシチの適用可能性を示した．計算機シミュレーショ

0.4 以下とすることができることがわかり，ダイバーシチ

ンによる通信特性評価ではスループット 40Mbps を体内深部

効果が期待できる．

約 10cm の距離までにおいて達成した．このことから，カプセ

3. 通信特性評価

ル内視鏡における高画質な動画像のリアルタイム高速伝送の
実現が期待できる．

計算機シミュレーションによりインプラント BAN 環境
下での UWB 帯を用いた送受信ダイバーシチの通信特性評

今後の課題として，本提案方式の実験による評価や検討が

価を行った．シミュレーションのパラメータに関しては文

挙げられる．

献[3]を参考されたい．図 4 に送受信ダイバーシチを適用
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医療機関での Hackathon の必要性
○山寺 純 1, 神崎秀嗣 2 3
1

株式会社 Eyes, JAPAN, 2 京都大学大学院医学研究科，3 大和大学保健医療学部

Necessity for Hackathon in Medical Institutions
1

○Jun YAMADERA1, Hidetsugu KOHZAKI2, 3

Eyes, JAPAN Co., Ltd, 2 Graduate school of Medicine, Kyoto University 3Faculty of Allied Science,
Yamato University
Keywords: Hackathon, Big data, medical institutions, security
キーワード: ハッカソン，ビッグデータ，医療機関，セキュリティ
要約：近年,医療の分野では, 電子カルテだけではなくレントゲン写真, CT, MRI 画像が増加している。医療機関
のセキュリティーはガイドラインが制定されているものの, 現場で実際医療情報を担当しているのは, 一部の人
達であり, 場合によっては国家資格を有する他の医療従事者が兼務する場合が多い。今回, 医療機関の ICT
化とそれを担う人材不足を補う観点から, 医療機関での Hackathon”を提案する。

情報がネットワークに繋がり(Iot; Internet of things), Big

1. はじめに

data の時代である。医療の分野では, 電子カルテだけではな

近年, 電子カルテなど医療機関のICT化が規模の大きいと

くレントゲン写真, CT, MRI 画像が増加している[1]。

ころから順次進んできている。病歴等の個人情報だけでなく,

医療機関のセキュリティーはガイドラインが制定されている

レントゲン写真, CT, MRI画像や遺伝情報まで取り扱う場合も

ものの[2], 現場で実際医療情報を担当しているのは, 一部の

出てくるが, 医療機関のセキュリティーはガイドラインが制定さ

人達であり, 場合によっては国家資格を有する他の医療従事

れているものの[1], 現場で実際医療情報を担当しているのは,
ネットワーク管理者や日本医療情報学会の医療情報技師[3],

者が兼務する場合が多い。
日本は例をいない程, 急速に高齢化が進んでいる。医師

日本病院会の診療情報管理士[3]が認定されているが, この

不足のため, 遠隔地医療, 看護師の医療行為緩和等, 介護

資格だけで雇用される事は難しく, サラリーも低い事から, 国

ロボット等の開発等, ICT をより便利により迅速に対応する方

家資格を有する他の医療従事者が兼務する事が実情である。

策が産官学で進められ始めている[4]。

クラウドに集められたビックデータを解析し積極的に活用する

一方、コンピュータ関係者のなかで”Hackathon”が流布し

データサイエンティスト養成の機運も高まっているが, まだま

ている。今回, 医療機関の ICT 化とそれを担う人材不足を補

だ歩み出したばかりである。

う観点から, 医療機関での Hackathon”を提案する。

医療は今後、高齢化問題ともあいまって, 遠隔地医療, 看

2.“Hackathon”

護師の医療行為緩和,より便利により迅速に対応する方策が
産官学で進められ始めている[4]。

2.1 “Hackathon”とは[5]

一方, 常に新しいイノベーションの創造を命題とする IT 業

最近, IT業界を中心に広がりを見せている”Hackathon”は,

界を中心に”Hackathon”が流布している。今回, 医療機関の

「ハック」と「マラソン」を組み合わせた語で, アイデアを持った

ICT 化とそれを担う人材不足を補う観点から, 医療機関で

ものが自らのアイデアを共有し, それに共鳴したプログラマや

の”Hackathon”を提案する。近年, ICT は世界各地, 特にア

デザイナーたちがラピットプロトタイプを創発的に作り上げ, そ

フリカ等途上国で急速に浸透している。モバイル送金, 教育,

の成果を競い合う開発イベントの一種である。

農業や医療･健康分野に利用され始め, 経済成長にも影響し

”Hackathon”はいわゆるビジネスコンテストとは異なり, 通

始めている。日本においては, 様々な分野に ICT は活用始

常「週末の48時間などの時間の制限のもと, ひとつのサービ

めて, データ流通量は年々増加し続ずけている。防犯用の監

スを実際に作り上げ, 壇上で聴衆や審査員にプレゼンする」と

視カメラ, 交通情報, 防災の観点から地図情報等様々な電子
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いう超短時間勝負のルールが特徴である。ひとつの空間に集

Hackathon」が開催された。この中で、脆弱性を調査する善

められた参加者たちは, 思い思いにチームを組みアイデアを

意のホワイトハッカー数名により, ユーザーアカウントの盗用,

創発的に出し合い, 意見を交換し, その場で共有されたゴー

情報の漏洩, 偽の画像の掲載などデータの改ざん, Dos, 当

ルに向かい徹夜であるジャイルの開発を行うもので, 翌日の

該システムを中継地として別のシステムを攻撃など様々な脆

プレゼンもそのまま即興でやる場合が多いため, 事前に結果

弱性が明らかになっており, アメリカの GAO レポート, FDA 勧

は全く予想ができない。ただ「他の人と共創し自分のアイデア

告や HIPPA などの国際的なトレンドを見ても医療におけるセ

や自分の持っている技術で社会的課題を解決し世界をより良

キュリティは注目を集め, 今後医療業界においても不可避な

い世界を変えたい。」という気概にあふれた集まりである事は

課題である[10]。

間違いない[6]。

3.“Hackathon”

時間的, 環境的な制約の多い”Hackathon”では, どんな
に優れたアイデアがあっても時間内に実際にある程度の形に

これまで数多くの Hackathon が行われてきた[11]。山寺ら

できなければ負けである。ただ技術だけでは勝てず, 日常の

によって医療とセキュリティについての Hackathon が全国各

業務で考えれば全くの予定調和外である異業種や社外の人

地で行われている。山寺が行った Hackathon では、OsiriX

間, 学生などとその場でチームを結成し, ビジョンを共有し,

Imaging Software や 日 医 標 準 レ セ プ ト ソ フ ト ORCA 、

同じゴールに向かって進む必要がある。また周りの観衆や審

ConQuest DICOMsoftware に深刻な脆弱性が容易に数々

査員にわかりやすく伝わるプレゼンをしないと評価されないた

と見いだされる結果となり, 予想以上に事態は深刻である[12]。

め, 短いプレゼンを通じていかに聴衆を引き込むかが勝負の

またその結果は IPA で出している 2013 年の医療機器におけ

決め手になる。発想する力, 形にする力, 伝える力の 3 点が

るセキュリティ報告書にも記載された。

全て重要であり, 技術力だけではなく含めチームの全体の力

4. まとめ

が総合的に評価される。

医療機関のセキュリティは大切であるけれども, なかなか手

2.2 医療従事者の ICT リテラシー

が回っていないと言うのが実情である。しかし官公庁やインフ

筆者らは看護師、臨床検査技師養成に従事している。ICT

ラなど国の重要拠点を狙うサイバーセキュリティは標的型攻撃

はあくまでも手段であり目的ではないため, IT の技術者では

やどんどん大規模になってきている。また東京オリンピックに

なくスキルは未だ無く[3, 7], iPhone/iPad2/Tablet を用いて

向けたテロ懸念や最悪のシナリオを考えたときに同じく重要な

授業を行い, 様々な情報を集め, リアルタイムで医療関係者

インフラである医療機関の混乱は, 日本だけでなく世界中の

と生のデータを見ながら議論するところまで, やっと養成して

混乱や社会不安を引き起こしかねない重要な点である。医療

きた[8]。まだまだ, 路半ばである。また, 教える側の教員の教

従事者各自が, 自分の施設や患者さんを守ると言う気概を持

授力もそこまで高いレベルには無い事も問題である[9]。時間

って, 自己防衛の観点から, スキルを学び, 専門家の助言な

はかかるけれども, 徐々に社会全体で ICT のリテラシーの啓

どに真摯に耳を傾けることを事を期待したい。

蒙にあたりたいと思う。

また医療業界にハッカソンを通して新しい創発的なイノベー

2.3 医療機関での“Hackathon”の提案

ションを興す山寺の試みは 2013 年に日本のチームがアメリカ

医療業界に限らず, 一般的に流動性の低い閉鎖的な世界
ではイノベーションも硬直し, 新しいブレークスルーな発想は
生まれてこない。また社会全体でセキュリティの重要性が上が
っている現在, 医療機関のセキュリティも他人事ではなく, 守
るためには, まず自分たちで自主的に主体的にICTのリテラ
シーやセキュリティの啓蒙が必要である。そのための方策とし
て, ICTリテラシーが割合未熟な方は, 当該施設のネットワー
クやoffice系のソフトから徐々に慣れてもらうよう, 卒後教育を
積極的に行う必要が有る。

の”Health2.0 Developer Challenge World Cup 2013”で
世界大会優勝し, その努力が実を結び始めている。最後にも
う一つ, 医療 ICT は医療費削減や雇用の創出など期待され
るが, 万能ではなく, やはり一人一人の努力が必要である。地
域コミュニティの活性化こそ大切なのかもしれない。
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ITヘルスケア学会への入会のご案内
このような方たちのためにITヘルスケア学会はあります
ITとヘルスケア（健康情報、医療、看護、福祉等）に関心のある方でしたら、もちろん、どなたでもご入会いただけます。
大学、研究機関、医療機関、企業等でヘルスケア（医療、やITに関わりのある方々、とくにヘルスケアの現場で実践する
方々の役に立つような学会を目指すことを目標としています。医師、看護師、介護師、専門家、研究者、企業の方だけで
なく、幅広い層からご参加いただき、課題とITを使った解決について活発な意見交換の場となることを期待しています。
とくに学生の方々には負担のならないような会費区分を設けています。
会員になるとこんな特典があります
1.

学会誌に投稿できます。ITヘルスケア学会誌は、ITを駆使して投稿から査読、オンライン出版までを迅速に完結さ
せることをモットーにしています。

2.

学術集会やセミナーに会員価格で参加できます。

3.

学術集会やセミナーで、実用的な知見を吸収できます。「最先端の難しい研究ばかりで初心者にはちょっと……」と
いうことのないよう、参加者の誰もが何かひとつは新しいことをお持ち帰りいただけるような企画を心がけています。

4.

そして何よりも、幅広い分野、幅広い視点、幅広い知識を持ったさまざまな人たちと知り合いになることができます。
これが当学会の一番の強みだと自負してます。

年会費（毎年4月1日より3月31日）
一般会員

7,000円

学生会員

3,000円

団体会員

30,000円

賛助会員

30,000円

入会申込
入会・会員管理業務は以下の機関に委ねています。
事務委託先：一般社団法人学会支援機構
https://feb.db-boss.com/asas/user/regist.asp?sid=735
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