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ご挨拶
～モバイルでヘルスケアビッグデータを使いまくる～
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 移動体通信端末の医療応用に関する分科会長
水島 洋

高度情報通信ネットワーク社会の拡大はさらに加速しており、スマートフォンやタブレット端末の出荷台数はすでにコン
ピュータを上回るまでになり一般化してきました。そのような中、接続性や操作性からモバイルヘルスケアとしての移動体
情報通信が大きく注目されて、進歩しています。医療・介護領域のシームレスな連携実現から、健康意識の高まりに、ウェア
ラブル端末がマッチしたことで、多くの活動量計なども市場に登場してきました。明日の健康長寿社会へ向けて、データ
通信領域としての移動体情報通信網の利活用がますます進んできました。
また、ネットワーク上に情報システムを構築するクラウドの普及も進み、移動体通信端末との連携によってより大きなシ
ステム構築の可能性が可能になって来ています。さらに、W i MAX や LT E などの高速通信インフラの整備もすすみ、移動
体通信が苦手としていた通信速度についても大きく改善されてきました。
一方で、医療情報をモバイル端末で扱うことについては、端末の紛失や通信路からの漏えいなどによるセキュリティ面の
弱さの指摘も多いのも事実です。さらに、新しいシステムには既存の法律が対応できず、法的措置が不十分になりがちです
し、これらの機器が医療機器として指定されてしまうことで、薬事法の規制を恐れる不安も生じています。
2010 年秋、保健情報、医療情報への移動体情報通信端末の利活用について、I Tヘルスケア学会に「移動体通信端末の
医療応用に関する分科会」が設立され、私が初代代表に任命され、2010 年10月23日に第1回のモバイルヘルスシンポジ
ウムを東京医科歯科大学で開催しました。100 名を超える大勢の参加をいただき、この分野への期待の高さを感じること
ができました。第 2 回は会場を品川のコクヨホールに移し、2011年 8月27 日に開催し、200 名を超える参加者にご来
場いただきました。そして第 3 回は 2012年 7月22日、東京医科歯科大学にて開催いたしました。第1回が i Pad 中心
であったものの、第 2 回は端末の種類も増え、さらに、携帯情報端末と連携したセンシング技術などに関する発表もお願
いしました。また、第 2 回には分科会としての提言をまとめることができました。第 4 回目は I Tヘルスケア学会との合同
開催のシンポジウムとして東京医科歯科大学で企画され、多くの方にご来場いただきました。
今回、関係各位の協力で「モバイルヘルスシンポジウム 2014」が国際モダンホスピタルショウと同時開催することが可
能になりました。患者さんや一般が利用できる医療アプリケーションを中心とした話題を提供いただき、今後の携帯情報
端末の普及をめざしていきたいと思っています。本セミナーの目的が、事例成果の発表や意見交換を通して、参加者各位へ
広く共有されることを心より祈念し、今後ますます医療の情報化が推進していくことを強く願っております。
プロフィール
1983 年 、東京大学薬学部卒。
1988 年 、 東 京 大 学大学院薬学系研究科博士課程修了 薬学
博士、国立がんセンター研究所生物物理部研究員、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後、2006 年から東京医科歯科大学
情報医科学センター准教授、2009 年から東京医科歯科大学疾患
生命科学研究部オミックス医療情報学講座教授。神戸大学医学
部客員教授、ハワイ大学医学部併任助教授なども兼務。
2011年から厚生労働省国立保健医療科学院。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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特別講演１

ヘルスケアサービスにおけるモバイルの利活用
経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課
久保田 裕子

平成 5 年に初のデジタル方式の携帯電話が販売され

や閲覧、事務処理、口頭による情報伝達について、I T

て以来、10 年後の平成 15 年には世帯普及が９割を越

を活用して行うことで業務の効率化やサービスの質の安

えました。最初は通話だけでしたからビジネス利用が中

定化の効果を検証する実証事業で、これにより、スタッ

心だったと思いますが、電子メールの送受信やカメラの

フの事務負担が大きく軽減されると共に、情報の共有が

搭載等アイテムが増えてくると、むしろ女性や学生への

タイムリーにできるので、訪問看護や遠隔医療への発展

普及が加速されたように思います。

も伺える結果となりました。

政府における保健医療分野の情報化戦略においても、

さて、話は変わりますが、6月24日に今年度の日本

まず、情報化を目的とし、電子カルテの開発から導入、

再興戦略が閣議決定されました。昨年の成長戦略では、

電子媒体となった医療情報の取扱いや保存などについ

国民の健康寿命の延伸を目標に掲げ、経済産業省では

て、対策を実施してきたところですが、平成18 年度に

セルフメディケーション実現のための健康サービスの創

周産期医療を対象とする開放型地域医療情報連携シス

出や地域ヘルスケアの構築などを行いました。今回の改

テムの構築と実証を行い、ここで、初めて、モバイル機器

定戦略では重点施策の一つに「健康増進・予防へのイン

の利活用への一歩を踏み出しました。

センティブを高めることにより公的負担の低減と公的保

この事業は、以前より少子高齢化社会が進行し、我

険外の多様なヘルスケア産業の創出を両立すること」と

が国の医療を取り巻く環境が急激に変化していくなか、

あります。

産婦人科医及び小児科医の減少により、全国各地域の周

昨年１２月、官民が一体となってその市場創出及び産

産期医療の崩壊が危惧される状態にあったために取り組

業育成に向けた具体的な対応策について検討を行う「次

んだものです。

世代ヘルスケア産業協議会」を設置しました。

プロジェクトの内容は、Web 版周産期電子カルテを

健康寿命延伸産業の発展のための具体的な施策のあ

利用した地域医療機関のシステムを導入し、Web 映像

り方を「事業環境」「健康投資」「品質評価」の３つの

コミュニケーション技術を使った妊婦遠隔診療及びモバ

ＷＧにおいて検討しました。各ＷＧで取りまとめた施策

イル端末による在宅妊婦管理システムの開発、セキュリ

は、相互に連携しており、
「需要創出と供給拡大の好循

ティを確保した医療用ネットワークの導入、各地の母体

環」に向けて、
「一体的なパッケージ」として実施される

搬送システム、病院情報システム、さらに N I CU を通し

ことが重要であると考えられます。６月５日に中間整理

て小児領域との連携等を図るための連携システムの構築

として、新産業創出のためのアクションプランとして、１）

です。これまで、在宅管理システムに関しては、C ATV

新事業創出のための環境整備、２）健康投資・健康経営

や電話回線を用いられていたところ、胎児心拍計測器シ

の促進、３）ヘルスケアサービスの品質の見える化

ステムをモバイル化することで、患者、医療従事者が場

ついて報告しました。これらアクションプランについて

所を問わず、リアルタイムに情報交換でき、また医療従

は、効果検証ののち、来年度施策につなげていく予定

事者間の相互支援ツールとしても機能するものとなりま

です。

した。

に

また、３月に設置された次世代 I CT タクスフォースに

その後平成 20 年にスマートフォン、平成 22 年にタ

おいては、次世代型の高度な医療機器、病院システムの

ブレット PC が登場します。

開発・実装促進や、臨床研究基盤の強化に資するデータ

平成 22年度には I T活用による介護事業者経営効率

利活用の高度化などを推進するための検討を行っており

化・安定化に資する調査において介護事業者用端末とし

ます。経済産業省では、医療現場のデジタル化を進める

てタブレットPC が登場しました。紙ベースでの記録作成

ための研究開発及び健康・医療データの利活用の促進
6
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に取り組みます。

久保田裕子氏

モバイル機器の発展は、健康・医療データの適切な利
活用と結びつくことにより新たなサービスを創出し、介

現・経済産業省

護や在宅医療の現場での活用や、国民ひとりひとりが自

課長補佐

プロフィール
商務情報政策局

ヘルスケア産業課

法政大学法学部政治学科卒業。大臣官房厚生管理

己データを活用できる等、Q O Lの向上に大いに役立つ

官付、資源エネルギー庁、貿易経済協力局を経て、

ものです。更なる、新しいヘルスケアサービスも創造し
ていきたいと思います。

2008 年 12 月

商務情報政策局 情報通信機器課

2011 年

商務情報政策局 商務流通グループ商

7月

取引・消費経済政策課
2013 年

6月

現在に至る。

7
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招待講演１

訪問看護とモバイル
～現場で使いこなすモバイルの条件～
セコム医療システム㈱ 訪問看護ステーション看護部、企画・国際部*
國本陽子、佐藤十美、岩松 毅*、野口邦晴*

1．はじめに

員にモバイル端末を配布することにした。

セコムではセキュリティーを通じて「安全・安心」を提供

＜導入時＞

しているが、その一環として1991年から日本の中でも

過去に携帯電話を導入したときの経験を踏まえ、破損、

さきがけとして、訪問看護サービスを提供してきた。現

紛失などのリスクを検討し、取り扱いマニュアルを作成

在、全国で33ヶ所の訪問看護ステーションを展開し、

した。また導入スケジュールを決め、まずは、管理者全

事業開始から訪問看護師が訪問看護に専念できるシステ

員に対し操作説明会を実施した。その後スタッフ全員に

ムの構築に向け取り組んできた。今回、
事業所の全スタッ

モバイル端末を配布し、一ヶ月ほど端末自体の操作に慣

フ約 300 名にモバイル端末を配布し、使用を開始した。

れる期間を経てシステムの使用を開始した。電源の入れ

そこで、ここに至る経緯と現状、今後の課題について報

方やパスワードの入力方法から操作性に対する問い合わ

告する。

せまで幅広く様々なトラブルが勃発した。特にセキュリ

2．実施内容

ティー上、市販のモバイル端末とはパスワードの入力回

＜訪問看護とは＞

数などが違う運用になっていたため、初期化する事態が

訪問看護サービスは訪問看護師が原則一人で利用者宅

全端末の1割程度おこった。また変化に対する抵抗感が

に訪問し、利用者の状況を観察し一人で判断し、ケアす

あり、全スタッフが使うまでには時間を要した。

る。また 24 時間相談に対応できる体制をとっている。

＜導入後＞

通常、訪問看護サービスだけで利用者を支えることは稀

導入してから 4ヶ月経過した。自転車での移動等で心

で、訪問診療、ケアマネジメント、介護等の多くのサー

配された破損は起こっていない。利用者宅、スタッフ宅

ビスが同時に提供される。そのため多くの事業所とコ

で一部通信がつながらず、記録用紙を併用している。特

ミュニケーションをとる必要があり、書類のやり取りも

にスタッフ宅での通信障害はこのシステムのメリットがな

ある。

くなることになる。また画像撮影時、両手を使うため作

またこちらから出向く訪問型のサービスであるため、

業を中断するなどの問題もある。システムについては実

一人のスタッフが一日に複数の利用者宅へ移動しサービ

践しながら話し合いを重ね、機能性を高めている。利用

スを提供する。移動手段も様々（自転車・原動機付自転

者は受け入れにあまり抵抗がなかった。

車・車）で、天候に大きな影響を受けることになる。

3．おわりに

＜導入までの経緯＞

どのように素晴らしいものでも、使い手にとって使い

最初の構想から、今回の導入まで約10 年を要した。

やすく意味があるものでなければ使われない。モバイル

主な理由は3点ある。1点目は現場のやりたいことを理

を使うと何ができるのかを使用者にイメージさせるのが

解してくれる I T 専門家が少なかったこと。2 点目は全国

重要で、それによりまず使ってみようと思わせられる。
「い

に点在している事業所に対応する必要性。そして個人情

つでもつながる・セキュリティー・利便性・拡張性」をキー

報に対するセキュリティーの問題がある。ここ4 年ほど

ワードに、今後収集できる様々なデーターをどのように

でようやく現実的に現場で使用できる端末がでてきて、

活用していくか、また災害時なども含めた連携での活用

「看護師が現場で使えるもの」をポイントに、どのような

の可能性も広がっていると感じている。

システムがよいかの比較、検討をはじめた。システムを
導入することで、スタッフが安心して働ける環境を整え
るとともに、看護の可視化ができるようにしたいと考え
た。そしてスタッフが現場で同じように動けるように全
8
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■運営上の課題
① 利用者の記録は紙保管のため持ち出しできず職員の記憶が頼み。
② 現場から同じ情報を見ながら判断を仰ぐことができない。
③ スケジュール管理も紙のため外出先から調整できない。
④ 患者基本情報は、紙とシステムで重複作成。

國本陽子氏

プロフィール

現・セコム医療システム株式会社
訪問看護ステーション看護部
1998 年 セコム株式会社入社

9
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特別講演 2

ＩＴ戦略「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」について
内閣官房 情報通信技術（ I T）総合戦略室
永山純弘

平素より、我が国の I T 政策の推進にあたりまして、

取りまとめ」、
「農業情報創成・流通促進戦略」、
「官民 I TS

皆様には多大なご理解とご協力をいただきまして、誠に

構想・ロードマップ」などが成果物として挙げられます。

ありがとうございます。

また、I T総合戦略本部といたしましては、他に「ネッ

昨年の 6月に安倍総理からの指示を踏まえ、東京オリ

ト意識革命宣言～ 変革の原動力としての I Tコミュニケー

ンピック開催年である2020 年までに世界最高水準の

ション～」や「パーソナルデータの利活用に関する制度改

I T 利活用社会の実現を目指すことを目標にした I T 戦略

正大綱」を取りまとめました。詳細は、是非、I T総合戦

である、
「世界最先端 I T 国家創造宣言」を閣議決定しま

略本部のホームページでご覧いただければと思います。

した。この I T 戦略の推進にあたりましては政府 C I O の

医療・健康・介護分野におきましては、国立病院機構

リーダーシップの元で、省庁の縦割りを打破して「横串」

東京医療センター名誉院長の松本純夫先生を座長にいた

を通すため、新戦略推進専門調査会及びテーマ別分科

だき、医療・健康分科会にて議論を進めております。こ

会の設置など推進体制を固め、これまでにはない強力

れまでに5 回の分科会を開催し、クラウドなどによる連

な体制にて取り組んでいます。

携ネットワークの低廉化、見守りサービス及び介護分野

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が決定されてから１年

に関する工程表追加検討、生活習慣病や認知症対策等

が経過したところですが、P D CAサイクルや新戦略推進

健康寿命延伸のための予防方策検討などについて議論を

専門調査会等での議論を踏まえ、改訂案を取りまとめ、

してまいりました。

先月6月24日付で閣議決定されました。

改訂した工程表を元に、今後も世界最先端 I T 国家創

この1年間の具体的な成果としましては、
「オープン

造という最終目標に向かって着実に歩みを進めてまいり

データのデータカタログサイト」試行版オープンのほか、

ます。その実現に向けては皆様からのご意見や具体的な

「政府情報システム改革ロードマップ」
、
「 I T 利活用の裾

取り組みが必要不可欠であります。是非とも、皆様の忌

野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」、

憚の無いご意見、ご指導をお寄せいただけますようお願

「創造的 I T人材育成方針」
、
「マイナンバー等分科会中間

いいたします。
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招待講演 2

超高齢社会におけるモバイルを活用した予防医学
～地域健康管理の現状と成功の鍵～
東京都健康長寿医療センター研究所
青栁幸利

健康長寿を実現するためには、生活習慣の改善が何よ

日の中強度 [ 安静時代謝量の 3倍以上 ] 活動時間の年

り大切である。従来の健康づくりでは、少人数の人しか参

平均）の両方と関係がある（図 2）
。男性では、健康度合

加も継続もできないような、特殊な運動を中心としたプ

いは1日の中強度活動時間のほうが1日の歩数よりも密

ログラムが実行されている。しかし、これでは人口の高

接に関連するが、対照的に女性では、歩数のほうが中

齢化に伴って増大する医療費などの諸問題を効率よく解

強度活動時間よりも関係は緊密である。また、男女とも、

決することはできない。そこで、国際的な展望に立って新

より良好な健康状態に関連する身体活動閾値は、
「から

しいガイドラインを作成するため、2000 年より群馬県

だ」か「こころ」かどちらの要素に重きを置くかによって

中之条町において、高齢者の日常的な身体活動と心身の

異なる：それぞれ歩数＞ 8,000 対＞ 4,000 歩 / 日か

健康に関する学際的研究（中之条研究）を行っている。

つ / または中強度活動時間＞ 20 対＞５分 / 日（表１）。

中之条研究における潜在的な対象者は、重篤な認知

換言すれば、からだの健康は、1日の合計で少なくとも

症や寝たきりの人を除いた65歳以上の全地域住民（約

20 分の適度な（時速約 5km 相当での）活動と少なくと

5,000 名の参加者）であった。全参加者（母集団）は、

も 60 分の軽度な活動を行う人においてより良好である

年1回、従来型の身体活動質問票に記入し、さらに任意

が、対照的に比較的良好なこころの健康は、ずっと少な

に選ばれた約1割の対象者（下位集団）については、身

い量の緩やかな身体活動と関係がある。

体活動を10 年以上、1日につき24 時間、連続して評価

ただし、日常身体活動の強度も総量も気象要素、特

した。なお、この下位集団は、母集団と年齢も性分布も

に降水量と平均気温の影響を受ける（図３）。降水量が

違わなかった。客観的な測定は、特注の１軸加速度セン

増加するにつれて、身体活動は約 4,000 歩 / 日まで指

サー内蔵の身体活動計（以下、体動計：スズケン社製ラ

数関数的に減少する。そして降雨の影響を除くと、1日

イフコーダ修正版）を用いて行った（図1）
。この体動計

の歩数は平均気温17℃前後をピークに、これより気温

は、信頼性と妥当性に関して他の歩数計や加速度計に比

が高くても低くても（特に後者の場合）二次関数的に減

べて勝り、統制と自由生活の両状況下で歩数（型内信頼

少する。したがって、丸1年を通して高齢者の日常身体

性 0.998；絶対精度±＜３％）と歩行活動の強度の両方

活動を増やすための介入を計画する際は、微小気候の季

を一貫して精確に見積もる。これまでの中之条研究の主

節変化を考慮に入れる必要がある。

な目的は、高齢者の健康と最も緊密な関係がある身体

筆者らは最近、これらの研究成果に基づいてオーダー

活動の総合的パターンを明らかにすることであった。

メイドの予防医学システムを開発した（図 4）
。その結果、

本シンポジウムでは、この広範な研究経験に基づいて、

我が国の高齢者をはじめとして国民全体の健康増進や疾

高齢者における日常身体活動パターンと身体的・心理社

病予防、介護予防に、ひいては膨大化する医療費の削

会的・精神的・代謝的健康要素との関係を概説する。ま

減に寄与するものと確信している（図５）
。

た、歩数と軽度および適度な身体活動の量との相互関係
や、身体活動の強度や総量を変える心理学的・社会学的・
気象学的因子について述べる。さらに、身体活動パター
ンと食事・栄養補助食品（サプリメント）の相互作用に言
及する。最後に、これらの証拠に基づいて、医療費削減
シミュレーションの理論モデルを提案する。
現下の中之条研究データによると、高齢者の健康全
図1

般は、日常身体活動の量（1日の歩数の年平均）と質（1
12

高齢者における 1 日の生活パターンの例
（中之条研究の 24 時間身体活動計記録）
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図 2 高齢者における日常身体活動の範疇およびそのような活動パターン
と健康の関係（中之条研究の諸データに基づいた模式図）

図5

表1

青栁幸利氏

プロフィール

1962 年、群馬県中之条町生まれ。
トロント大学大学院医学系研究科博士課程修了、医
学博士（Ph.D.）取得。カナダ国立環境医学研究所温熱
生理学研究グループ・博士号取得後研究員、奈良女子
大学生活環境学部・助手および大阪大学医学部・非常
勤講師等を経て、現在、東京都健康長寿医療センター
研究所・副部長。高齢者の運動処方ガイドラインの作
成に関する研究に従事し、種々の国家的・国際的プロ
ジェクトの主要メンバーとして、先進諸国の自治体にお
ける老人保健事業等の展開を支援している。
近著に『あらゆる病気を防ぐ「一日 8000 歩・速歩き
20 分」健康法：身体活動計が証明した新健康常識』草
思社、
『背景編「中之条研究」の基礎となった、高齢者
における歩行機能の重要性：老化のメカニズムと予防
法』＆『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』＆『実践編「中
之条研究」で実証された、医療費削減の効果が得られ
る日常身体活動の量と質』ノーブル・プレスなど多数。

図3

図 4 中之条研究に基づく予防医学システム
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招待講演 3

Google Glassのヘルスケア分野への応用の可能性
青森公立大学 経営経済学部
木暮祐一

持ち歩けるコンピュータというべき“スマートフォン”

準拠のメガネフレームの開発も可能であろう。腕時計型

が1人1台に迫る勢いで普及を遂げている。そして、ス

ウェアラブルデバイスでは脈拍を収集する機能を備えた

マートフォンと連携させて利用する様々な機器が登場し

ものも増えているが、メガネ型ウェアラブルデバイスで

ている。ヘルスケア関連でいえば、血圧計、体重計、心

あれば、脈拍や体温のほか、脳波の収集も現実味を帯

拍計、活動量計など様々なものが身近に活用できる時代

びてくる。より正しく、ユーザーの健康状態を把握でき

となった。そして現在最も注目されているものが、腕時

るであろうし、移動を伴う生活の中で、ユーザーの感情

計型やメガネ型の“ウェアラブル”デバイスである。これ

やストレスの収集も可能になってくる。

らもスマートフォンと連携させ、ユーザーの各種情報をス

また、医療分野における業務利用端末としての期待

マートフォンを通じてクラウドに集積させることで、個人

も持てる。たとえば顔認識技術が高度化している中で、

の健康管理はもとより、収集したビッグデータを解析す

Google Glass のカメラ機能を通じて対面相手に関わ

ることで未病を見つけ出すことに使われていく。

る情報を AR（Augmented Reality）的に視野に表示

本講演では、現在市販されている各種ウェアラブルデ

できるようなアプリケーションも登場すると考えられる

バイスの紹介もしつつ、とくに近日日本でも市販が始ま

（Google は公式には顔認識アプリケーションを認めてい

ると噂される Google 社のメガネ型ウェアラブルデバイ

ないが、すでに開発に着手している企業がある）
。

ス「Google Glass」について、その概要や機能につい

たとえば医療機関専用システムとしてGoogle Glass

て解説を行うと共に、ヘルスケア分野への活用を展望し

を用いた患者情報を表示させるソリューションなども考

ていく。

えられよう。顔認識と電子カルテデータとを連携させて、

これらのスマートフォンと連携させて活用する各種ス

対面の患者の過去の病歴や治療履歴、投薬情報などを

マートデバイスは、既存の様々な技術を組み合わせるこ

予備情報として自動表示させながら診察を行うという近

とで新たなイノベーションを起こそうとしている。メガネ

未来の診療のイメージがいよいよ現実のものとなりそう

型ウェアラブルデバイスは、ただ単に眼前にスクリーン

である。指示通りの投薬を確実に行うためにGoogle

を投影して情報を映し出すだけでなく、音声によるコマ

Glassでバーコード等を認識させながら間違いなく調薬

ンドでインターネットを通じて“そのとき、その場所”で

するといった使い方も考えられる。

必要となる情報にアクセスできる。さらにこの Google
Glass には専用のアプリケーション「Glassware」の追
加が可能で、すでに多数のベンダーからGlassware の
提供が行われている。またGoogle Glass はハードウェ
ア自体の拡張性を持ち、Google Glass 仕様に作られた
メガネフレームの交換が可能である。いわば、メガネ型
ウェアラブルデバイスの基本プラットフォームとして広く
流通していくことで、次世代のモバイル利活用シーンに
おけるスタンダードを目指していくものと思われる。
今後はGoogle Glass 向けに、これまでに研究開発
が進んでいる各種技術を応用したハードウェアやアプリ
ケーションの登場に期待が持てる。たとえば、ハードウェ
アに関しては生体情報センサーを備えたGoogle Glass
14
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木暮祐一氏

プロフィール

1990 年、杏林大学保健学部卒。
1990 ～1992 年および 2000 年～2002 年、東京大学
医学部研究生。保健学研究の傍ら、黎明期からの携
帯電話業界動向をウォッチし、2000 年に株式会社ア
スキーにて携帯電話情報サイト『携帯 24』を立ち上げ、
同 Web 編集長。
2002 年～2004 年、携帯コンテンツ開発の株式会社
ケイ・ラボラトリー（現、KLab 株式会社）で広報担当マ
ネージャーを担当。
2007 年、
「携帯電話の遠隔医療応用に関する研究」
に携わり徳島大学大学院工学研究科を修了、博士（工
学）。携帯電話やスマートフォンの医療・ヘルスケア分野
への応用に関わる研究に携わる。武蔵野学院大学准教
授を経て 2013 年より現職。モバイル学会理事 / 副会長、
I T ヘルスケア学会理事、日本遠隔医療学会元理事。近
著に『メディア技術史』
（ 共著、北樹出版）など。1000
台を超えるケータイのコレクションも保有している。
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招待講演 4

ＩＣＴとモバイルを駆使した地域医療連携の現状
～ＭＣＳの経験から～
医療法人社団創成会 土屋医院
土屋淳郎

Ⅰ. 地域包括ケアシステムにおける地域医療連携と I CT

を作成した。

2025 年問題に対し国は「地域包括ケアシステムの構

今後は I CT を用いた地域包括ケアシステムをこれら

築」を示しており、住まい・医療・介護・予防・生活支援

のデーターベースやアプリを一体化させたシステムとして

をネットワークで連携することがシステム構築の基本構

構築しより良いものに作り上げていきたいと考えている。

想になると考えられている。その中の重要な連携に地域

Ⅳ．I CT とモバイルを用いた M C S 利用の現状

医療連携と医療介護連携がある。地域医療連携には、

在宅医療の現場では、患者情報を素早く入手する必

基幹病院と周囲の診療所を結ぶ医療機関連携と、在宅

要があり、他職種への情報伝達や指示が必要な場合あ

医療にかかわる多職種の連携を中心とした在宅医療連

る。それを患者宅で行うには、モバイルデバイスが必要

携がある。これらの連携やネットワーク構築に I CT は

になる。

欠かせない。

現在、患者宅での M C S 入力には i Padを用いた手

在宅医療は、医療・介護・行政などの多職種がかかわ

書き入力を用いている。音声入力は帰院途中の入力に使

り患者宅や施設内で行われる。そこで行われる情報共有

いやすいと考える。帰院後に M C S に書き込んだ内容

や情報収集を迅速に行うためにモバイル環境が必須にな

を電子カルテに入力している。電子カルテもクラウドで

る。

あり相性は良い。

Ⅱ . Medical Care Station（M C S）と連携の実際

外来診療中や時間外にも患者や他職種から M C S へ

最近では、さまざまな多職種連携システムが各地域で

の書込みがあるが、マルチクライアントに対応している

利用され、各学会や研究会などでその事例報告や利用

ので、PCに向かっている時やスマートフォンが手元にあ

実績が報告されている。その中で当方が利用する連携

るときなら速やかに返信が可能である。

システムである MCS は医療介護専用 SNS であり、簡

Ⅴ．I CT・モバイルヘルス・M C S … 今後の期待

単で使いやすい・いつでもどこでも利用可能・セキュリ

M C S はプラットフォームとしての機能を持つため、

ティーが高い・無料で利用できる・プラットフォームとし

さまざまな発展の可能性がある。電子カルテや書類作成

て他システムと連携可能といった特徴を持つ。これらの

システムとの一体化が視野に入っており、他連携システ

特徴は多職種で利用する際、導入のハードルを下げるこ

ムとの連携も可能になるだろう。

とができ、高いセキュリティーも安心材料になる。

また入力デバイスに関しても、現在はキーボード・手

この M C S を利用して、多職種連携を開始し円滑な

書き・音声入力だが、今後は写真の自動解析、ウェアラ

情報共有が可能であった。また患者本人がタイムライン

ブルデバイスによる入力方法の確立、各検査機器のモバ

に参加することでより身近なケアができるようになった。

イル化への対応などが期待できる。

Ⅲ . 豊島区での現状と展望

さらにビッグデーターの解析でよりよい医療や介護を

豊島区では多職種で顔の見える連携を構築するため

提供できる可能性や、今後発展してくるであろう介護ロ

の在宅医療連携推進会議が開催されている。さらに在

ボット産業にも大きな影響を与える可能性がある。

宅医療地域資源マップのテーターベースを構築し、区民

Ⅵ . まとめ

や関連機関からの相談や連絡調整を行う在宅医療相談

I CTやモバイルによる連携システム構築は、患者を見

窓口が設置されている。一方、豊島区医師会ではまず在

守り寄り添って、家族の介護負担を軽減し、医療介護従

宅難病患者訪問支援事業において M C S を用いた多職

事者に恩恵を与えることが望まれる。

種連携を開始し、利用方法や連携促進などを検討する
会議を立ち上げ、病診連携を想定したリクエストアプリ
16
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土屋淳郎氏

プロフィール

担当科：内科・小児科・放射線科
1995 年 昭和大学医学部卒
1999 年 同大学院卒
2000 年 太田熱海病院放射線科部長
2007 年 同内科部長
2009 年 医療法人社団創成会 土屋医院 内科医長
2012 年 同院長、現在に至る。
〔講演 / 学会等〕
・地域包括ケアを支える基盤としての I CT～ 医療・介
護 を 繋ぐ SNS の 役 割 ～．I Tヘ ルスケア 学 会 , 東 京 ,
2014/5/24（ランチョンミーティング）
・“ つぶやき ” ネットワークで患者情報を共有．日経メ
ディカルオンライン, 日経 BP 社 , 2014/5/12
・病院側の負担が少ないシステムで後方支援病床の確
保を図る－在宅医の交渉術・対病院．クリニックばん
ぶう , 日本医療企画 , 397号：16-18.
・在宅ケアにおけるI CT 活用の現状．eHCCソリューショ
ンセミナー , 東京 , 2013/9/23
・豊島区における医療介護専用 SNS を用いた多職種連
携の試み．第16 回在宅医学会 , 浜松 , 2013/3/1
・豊島区における医療介護専用 SNS を用いた病診 ･ 診
診連携の試み．第 16 回在宅医学会 , 浜松 , 2013/3/1
・SNS による多職種連携の実践．M C Sサミット2014, 東
京 , 2014/2/12（特別講演）
・I CT 活用による在宅医療の取り組み ～ 豊島区での現
状と展望～．第 2 回城北地区在宅医療研究会 , 東京 ,
2014/10/31
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ラウンドテーブルディスカッション

自分の体は自分で守る時代にウェアラブルデバイスが果たす役割
コメンテーター：木暮祐一、水島

■ ㈱エムティーアイ

■ ソフトバンクテレコム㈱

■ 日本マイクロソフト㈱
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I Tヘルスケア学会

発行責任者

分科会長

水島

移動体通信端末の医療応用に関する分科会
洋

分科会事務局 東京都文京区湯島1-5-45

東京医科歯科大学 M&Dタワー

株式会社 R102
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I SSN 1881-4794（オンライン）

I SSN 1881-4808（冊子）
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