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シリーズ：Insights

Siemens Healthineers の Insightsシリーズは、世界中のヘルスケアリーダーやイノ
ベーターの知識や経験を共有するホワイトペーパーです。このシリーズでは、新た
に浮上する多くの問題を取り上げ、現在のヘルスケアにおける喫緊の課題に実践
的な解決策を提示します。

私たちは、ヘルスケアにおいてバリューを高めること – より良いアウトカムをより
低コストで–を4つの方向性に集約しました。これら4つは Insightsシリーズの基盤
となっています。

The New Normal

The New Normal は、 COVID-19パンデミックという課題に特化した Insights シリー
ズの特別版です。このシリーズでは、現在のSARS-CoV-2アウトブレイクとその対
処方法に加え、この危機から力強く素早く立ち直るための、また、今後の医療にお
いて起こり得る課題に対して備えを強化するための戦略やアイデアをご提供します。

Please visit siemens-healthineers.com/insights-series
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大は、世界中の
医療システム※にかつてないほどの重圧を与えると同時に、
デジタル技術の導入を加速させました。今後はパンデミック
前と比べると、患者エンゲージメントやケアコーディネーショ
ン領域のデジタル技術への投資が増加し、リモートワークや
遠隔医療の進展をもたらすでしょう。すでに急速な成長を遂
げている遠隔医療1は、 COVID-19の予備的スクリーニングに
おいても、また緊急性のないケアや診察においても、重要な
手段の1つとなりました。

患者、医療提供者、保険者が一様にVirtual Forward（遠隔ト
リアージ）、eICU（遠隔集中治療）、リモートケア、在宅モニタ
リング、デジタル通信などの利点を見出してゆくなか、テクノ
ロジーベースのソリューションは、 COVID-19の脅威が収束し
た後も使用され続けることになるでしょう。

また、データとデジタル技術を活用すれば、物理的に離れて
いるケアチームと患者をつなぎ、ばらばらなケアの流れを統
合することにより、ケアチームと患者をより効果的に結びつけ
ることもできます。この流れに沿って医療提供者は、「患者で
はなく、情報を動かす」というコンセプトを重視するようにな
るでしょう。
在宅モニタリングや安全な遠隔診療技術により、一部の患者
は自宅にいながら病院と同じクオリティの医療を受けられる
ようになります。このような在宅医療への移行は、対象となり
うる患者をより正確に特定するデジタル意思決定支援ツール
によって可能となります。リモートケアやテレヘルス（遠隔医
療より広義の、オンデマンド以外も含む遠隔での医療サービ
ス提供を可能にする技術）を通して、患者は自分が受ける治
療をより明確に知ることができ、治療はもちろん、病気の予防
にも当事者として積極的に取り組むようになるでしょう。

同様に、医療システムはテレラジオロジー（遠隔放射線画像
診断）などのサービスを通して、専門医師の診療提供範囲を
拡大する方法を学べるでしょう。このようなサービスを用い
ると、遠隔地や単体の画像診断クリニックなども、大学病院
並のクオリティの医療にアクセスできるようになるでしょう。
また、医師は仮想空間の中で生産的に連携し情報を共有で
きるようになり、結果として、ケアの引継ぎ時に際しての情報
伝達ミスが減り、さらには時間やコストも削減でき、コロナ禍
においては移動のリスクも発生しません。このような変化の
過程においては、データのセキュリティや患者の機密保持が
つねに維持されていなければなりません。

医療デジタルトランスフォーメーション（以下、医療DX）は、
病院経営層やリーダーらが技術ソリューションを導入するだ
けでなく、自らの医療機関を「学習する医療システム」へと変
えていくべく動き始めることで初めて成功し、持続可能なもの
となります。これは、医療の未来にとって不可欠な展開と言え、
医療提供者にとっては新たなCOVID-19アウトブレイクや他
の感染症の発生に備えられるようにもなります。では、どのよ
うに実現すればよいのでしょうか？その答えは、使いやすくケ
ア提供者の手間を省くことのできるデータや技術を採用する

※ 医療システム（Healthcare Systems）：米国に多い統合ヘルスケアネットワー
ク（IHN）を表す言葉ですが、日本では地域で連携しネットワークとして医療を
提供する一群の医療機関と解釈するのがよいと思われます。

医療システムは、COVID-19の感染拡大によってもたらされた
試練に対処しつつも、迅速にこのような構造上の転換に備え
なければなりません。

医療機関のデジタル化を構築するにあたり、効果的に変化を
遂げるには、データを戦略的資産として責任をもって管理す
る必要があります。医療システムは、ウェアラブルデバイス、
画像診断、臨床検査、遺伝学、社会的要因、医療保険者など、
さまざまな情報源からのデータを、安全で容易にアクセスで
きるデータプラットフォーム上で統合しなければなりません。
信頼性が高く安全なデータを、高度なモデリングやAIを組み
合わせることで、データに基づいた意思決定を医療システム
内で行うことができるようになります。それは、臨床上の局面
でも運用上の局面でも可能となるでしょうし、さらには、患者
が治療上の決断を自ら適切に下せるよう、直接サポートする
ことも可能にするでしょう。

こと、医療DXに全力で取り組む組織を創設すること、そして、
患者アウトカムを厳密に測定しその情報を広く発信すること
です。アウトカム測定は軌道修正の基礎となるもので、医療
機関のパフォーマンスを継続的に最適化・拡大・発展させる
ために、適切な指標を与えてくれるでしょう。

学習する医療システムは、「日常的な」医療にも COVID-19の
ような異例の事態にも、より適切に備えることができます。

もはや医療のデジタル変革は避けらないものです。
COVID-19は単にその時期を早め、ニーズを浮き彫りにした
にすぎません。もちろん、この変革は容易ではありません。
デジタル変革を成功させるにあたり、課題になるのは、デー
タのクオリティが低いこと、運用データや臨床データに安全
かつ簡便な方法でアクセスできないこと、システムの相互運
用性が低いこと、多くの国や地域で医療システムがばらばら
で連携していないこと、などが挙げられます。しかし、中でも
最大の課題は、進行中のデジタル変革に対する、周囲の理解
不足によって生じるものだと考えられます。COVID-19の拡大
は、これらの課題のいくつかを浮き彫りにしただけでなく、医
療機関に対して、パンデミックの総合的対策の一環としても
デジタル変革に正面から取り組むよう、拍車をかけたと言え
るでしょう。

医療提供者と医用技術企業とが価値を生み出すような永続
的なパートナーシップを築くことで、医療機関は、テクノロジー
を活用して機関全体をアップグレードすることができます。
つまり、短期的にはパンデミックの緊急事態にうまく対処す
ることができ、一方、長期的には戦略的なデジタル化に投資し、
より効果的に医療機関としての機能を向上させることができ
るでしょう。医用技術企業との連携により、医療機関はステー
クホルダーにとってより大きな価値を創出し、臨床的・財務的
なアウトカムに有意義な向上をもたらすことができるのです。

エグゼクティブサマリー

戦略的資産としてデータを管理することで、医療提供者は臨床・非臨
床プロセスにかつてないほど深い洞察を得ることができます。AI技術
をはじめとする強力な分析ツールを活用して、より良い意思決定を行う
ことが可能になります。

バーチャルアクセス、遠隔医療、安全なナレッジシェアは、患者とケア
チームとのつながりを強化します。デジタル志向へのカルチャー変革
は、新たな技術と一体になって、改善を続ける「学習する医療システム」
の構築を可能にします。
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変化したこと：
• 遠隔医療やリモートケアが広く浸透した

• 分散的な医療に対する動きが加速した

• 検査の場が分散化され、ポイント・オブ・
ケアソリューションが一層重視されるように
なった

• リモートワークによる医療が可能になった
（例：患者の遠隔モニタリング、医療機器
の遠隔操作）

• データ主導の医療機関になる必要性が再認
識された

課題

COVID-19によって
デジタル化のトレンドが加速

COVID-19パンデミックと、世界各国の政府が打ち出したソー
シャルディスタンス対策により、遠隔医療が注目されるように
なりました。しかし、デジタル化によるリモートケアに向けた
動きは、パンデミック発生前から徐々に形となり、勢いを増し
ていました。

米国の医療費請求データに関するレビューによると、テレヘ
ルスサービスの利用は、元のベースラインが低かったとはいえ、
2014年から2018年までに624%増加しました1。遠隔モニタ
リングも増加傾向にあり、Grandview Researchの予測
（COVID-19拡大前）では、2026年までの年間成長率は13.5%

と見込まれていました2。

COVID-19によって医療のあり方はすっかり変わりました。ほ
ぼ一夜にして、多くの医療機関でテレヘルスが標準となった
のです。ある医療機関の報告では、全診療に占めるテレヘル
スの割合が1%未満から70%に増加し、1日当たりのビデオ診
療件数は、わずか4週間で1000件超に達しました3。

前向きなアウトカムをもたらすデジタル医療
全体的に見ると、在宅の遠隔医療ではうっ血性心不全や糖尿
病など、数多くの慢性疾患で治療費が抑えられるという重要
なエビデンスが存在します4。また、適切に行われたという前
提で、遠隔医療は少なくとも対面医療と同程度の患者満足度
を達成するでしょう5。対面医療の必要性がなくなることはあ
りませんが、遠隔医療や遠隔モニタリングには利点もあり、
今後数年間にわたって持続的に利用が増加することが予測
されます。

また、遠隔モニタリングは、健康上や財政上に好ましい成果
をもたらす手段として登場しました。例えば、植込み型除細
動器の遠隔モニタリングは、罹患率および死亡率を低下させ
る上で費用対効果の高い手段です6。遠隔患者モニタリング
のその他の利点としては、健康に関するデータをリアルタイ
ムに医師に提供できる、患者の生活の質を向上できる、医療
費を抑えられる、などが挙げられます7 。

医療のデジタル化を進めるには、医療機関の運営方法を根
底から変える必要があります。これは、個人レベル、集団レベ
ルの双方において、有効なデータの収集・解析を優先させる
ことから始まります。また、競争力を保つために、医療提供者
は ITインフラやデジタルツールに相当額の投資を行う必要
もあります。これらの投資のなかで鍵となるのは、医師、管理
部門、そして患者さえもがデータに基づいて意思決定ができる、
AIを用いた臨床意思決定支援ツールの導入です。

正しく、持続可能なデジタル変革は、新たなツールや技術の
導入だけに留まりません。より一層データ主導型の医療モデ
ルに向けた、カルチャー変革と新たな方向付けが必要です。
単に現在のプロセスや手順をデジタル化するだけでは十分
とは言えません。医療機関、医用技術企業、政府機関、保険
者、患者支援団体が連携し、さまざまな場面でシームレスな
デジタル化医療を、持続的に提供していく必要があります。
医療機関の長期的成功にとって最も重要なのは、データ主導
型で、デジタル化されたプロセスや医療モデルを中心に据え
て組織を再編成することです。次ページ以降で、医療機関が
ウィズコロナ以降における成功に向けてデジタル変革を加速
させるために重要なステップをご紹介します。

デジタル変革には戦略が必要
テレヘルスの一時的な利用増を招いている感染への懸念が
治まれば、テレヘルスの質に対する患者の期待値は上がり、
価値の高いペイシェント・エクスペリエンスを提供する医療
機関に患者が押し寄せることとなります。ECG Management 

Consultants ワシントンDC支社でリーダーを務めるAsif 

Shah Mohammedは次のように述べています。「医療提供者
である皆さんは、初回で成果を出さなければなりません。患
者にとって初めての遠隔医療が良い経験でなければ、その
医療機関がどれだけ素晴らしい治療を提供できるとしても、
その患者はよそへ行ってしまうでしょう」。

外来診療から高度な遠隔手術までに及ぶさまざまなテレヘ
ルスサービスを、効果的かつ患者中心の方法で行うにはどう
すればよいか。それを考える時が来ています。

医療機関のデジタル変革は、COVID-19のパンデミック時に
目立った分散型のケア（テレヘルスや遠隔モニタリングなど）
だけに留まりません。それらのサービスは、デジタル変革の
氷山の一角にすぎないと考えられるためです。
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より良い意思決定の基盤となる信頼性が高く安全なデータ
データがフル活用されない理由：

スマートなデータ管理を行うためのステップ：

戦略的な方向性が
乏しい

データ戦略の策定と
ガバナンスの確立

データ取得は
安全かつ
自動的に

データ検証は
自動クリーンアップ
による

データ連結は
安全にアクセスできる
プラットフォームと
電カルを介して

信頼性が高く安全なデータ
により臨床上・運営上の
意思決定を改善

データアクセスが
限定的

データが低品質 データソースがばらばら／
相互運用性が低い

変化したこと：
• 組織全体を挙げてのデータ戦略の必要性が
差し迫っている

• データ量の増加により、検証やセキュリティ
の要件が増えた

• 臨床上・運営上の意思決定を目的とした安
全なデータ連結への動きが加速している

ソリューション

医療デジタル化に
向けた重要なステップ

　   戦略的資産としてデータを管理する
デジタル医療機関の基盤となるもの、それはデータです。  デー
タは、病院にとって最も貴重な資産であると同時に、最も管
理が難しいものの1つと言えます。現状、医療提供者は戦略
的な方向性を定めること、そして相互運用性の低いばらばら
なデータソースから正しいデータを収集することに悪戦苦闘
しています。質の悪いデータを分析すれば、効果のない、あ
るいは間違った結論に至る恐れがあります。データをフルに
活用するには、医療機関は4つのステップを踏む必要があり
ます。  1つ目は、データ戦略の策定です。これには、臨床上
と運営上のユースケース（どんなことができるシステムにする
か）の特定と、データ管理部門が扱うデータモデルの定義付

デジタル化を妨げる主な要因は、データ入力行為そのもので
す。戦略的資産としてデータを管理する上で、次に必要なのは、
データを安全に取得し自動で検証するステップです。一部の
施設では、データ入力を簡略化・自動化するために音声アシ
スタントを試験的に導入しています。例えば、バンコクの
Bumrungrad International Hospitalは、個別化治療法を開発
するため、提携先とともに複数データソースの自動統合を試
みています9。

デジタル化の全工程から見ると、データ収集は中間地点にす
ぎません。収集されたデータは、異なるデータソースから、
安全で容易にアクセスできるデータプラットフォームに連結
される必要があります。米国の総合急性期病院を運営する
Community Health Systemsは、米国内の100を超える関連
病院で、ユーザーフレンドリーなデジタルカルテをモバイル
機器でも使用できるようにし、相互運用性の向上や患者デー
タへのアクセス拡大を実現しています10。

世界中の医療機関で、ばらばらで連携していないデータソー
スから正確なデータを統合し、患者と医療提供者それぞれが
全体像を理解してたうえで臨床上・運営上の意思決定を行え
るようデータを用いるという斬新な方法が考案されています。
戦略的資産としてデータを管理するこのような取組みは、単
なる流行ではなく、医療機関の長期的な存続や成長を確保
するうえで極めて重要なステップです。

けが含まれます。具体的な目標を念頭に置き、臨床データと
運営データの両方を収集しなければなりません。ニューヨー
クのMount Sinai Health Systemのような革新的な組織は、
この課題に取り組んでいます。Mount Sinaiは先日、初代の
Chief Data Officerを任命しました。これにより、データへの
アクセス、データ共有、そして組織全体でイノベーションが促
進されることになります。

 臨床データの力を活用しようというMount Sinaiの取組みで
代表的なのは、100万人以上の患者の画像データや電子カ
ルテデータに研究者がアクセスすることのできる、包括的な
画像研究データウエアハウスを開設したことです8。

1
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* この機能は研究で使用されているものであり、市販はされていません。  
 規制上の理由により、将来的に発売されるという保証はいたしかねます。

臨床上の意思決定の支援
• 介入の予測

• 治療法決定の支援

• 慢性疾患の管理

医療機関全体のリアルタイム
な運営データ

患者・個人の時系列データ

データを変換･･･ ･･･より良い意思決定に役立てる

患者の意思決定の支援
• e-スケジューリングシステム

• 個人医療情報

• 予言的健康コーチ*

運営上の意思決定の支援
• 資産・フリート管理

• スタッフとワークフローの管理

• 医療機関向けパフォーマンスシ
ステム

より良い意思決定を支援するデジタルシミュレーションやAI

ITソリューションとリーンマネジメント原則を組み合わせた
新たな取組みに着手して以来、Health Firstでは成人患者の
入退院が300%増加し、救急科に入院してから一般病棟へ
移るまでの期間が37%減少した。

変化したこと：
• COVID-19パンデミックや将来の感染症の
発生時には、データに基づいた意思決定
がこれまで以上に重要となる

• AI技術は将来的なアウトブレイクの予測・
防止に役立つ

• 健康情報アプリや個人の健康データのダッ
シュボードなどの開発が加速している

　   データに基づいた意思決定を可能にする
患者・個人の時系列データは、医療機関全体のリアルタイム
な運営データとともに、より良い意思決定をするための土台
となります。高品質な有効データを収集・連結することで、臨
床用、運営用、患者用の3種類の意思決定支援ツールを開発
できるようになります。

臨床用の意思決定支援ツールは、医療機関が抱える膨大な
臨床データや運営データを理解するのに役立ちます。
Providence St. Joseph HealthのChief Information Officerで
あるBJ Moore氏によると、画像診断、ゲノム解析、診療記録、
遠隔モニタリング、ウェアラブルデバイスなどの情報源から得
られる大量の医療データを解析することで「病気の前兆の検
出にAIやマシンラーニングを活用することが可能」と言いま
す11。AIは臨床以外の局面においても有用です。イスラエル・
テルアビブ近くにあるSheba Medical Centerでは、技術提携
先と共同で、音と匂いからコロナウイルス感染の有無と重症
度を判定するAIベースのツールを開発しました12。

現在、AIを搭載したツールが開発され、知見の評価、臨床上
の意思決定支援、ワークフローの最適化を目的として活用が
進められています。AIには、感染症の発生を検出し、パンデミッ
クに発展するのを防ぐという役割も期待されています。この
役割の成否は、世界が協力して信頼できる有効データを収集・
共有できるかどうかにかかっています13。

患者のための意思決定支援は、今後ますます重要となるでしょ
う。患者が診察や検査・治療の予約に使うe-スケジューリン
グシステムのようなモバイルツールは、患者の好みに基づい
て受動的に動作を改良・洗練していきます。患者の意思決定
支援についての次のレベルは、健康情報アプリや個人の健
康データのダッシュボードのような、能動的な意思決定支援
になるでしょう。近い将来、生涯患者データを利用した予言
的な健康コーチが出現して、患者が各自に合わせた健康的
な生活習慣を取り入れ病気を予防できるように、継続的にア
ドバイスしてくれるようになるかもしれません。ステークホル
ダーはこのようなテーラーメードの支援を求めるようになる
でしょう。そのため、ヘルスケア関連企業がそれをサポート
できるツールやシステムの作成に着手することが極めて重要
です。

運営上の意思決定支援は、資産及びフリート管理（例：医療
機関全体での利用率、プロトコル、画像管理など）から、スタッ
フやワークフローの管理（例：作業量調節システム、集計スケ
ジュール調整システム）や、患者の全診療過程を総合的に一
括管理する医療機関向けパフォーマンスシステムにまで及び
ます。フロリダ州ブレバード郡にあるHealth Firstのような医
療システムでは、データに基づく意思決定を支援する技術ソ
リューションによって恩恵を受けています。つまり、ITソリュー
ションとリーンマネジメント原則を組み合わせた新たな取組
みに着手して以来、Health Firstでは成人患者の入退院が
300%増加し、救急科に入院してから一般病棟へ移るまでの
期間が37%減少しました14。
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効果的な連携診療体制とケアの連続性に向けて

病院の医師 

遠隔支援や医師・スタッフ
向けe-ラーニングにより
ケア提供者をサポート

プライマリケア医 

データ共有や患者・医師向け
ポータルを介して知識交換を
促進

安全なデジタルフロントドア
患者アクセスの拡大
（例：e-ブッキングシステム）

中央スマートプラットフォーム
リアルタイムで安全な情報フロー

患者

• ヘルス＆ウェルネスプラットフォー
ムを介して自己管理が可能になる

• テレヘルスや在宅モニタリングが
拡張される

デジタル化は、医療システム全体で統合されたケアを強化
しながら、ケア提供者と患者をつなぐことで、より良い連携
と知識の共有を促進します。

　   ケアチームと患者をつなぐ
医療システムは、ケアの流れが細分化されていることで悪戦
苦闘しています。多くの場合、病院のデータとプライマリケア
医のデータには相互運用性がありません。そのため、連携に
際して情報が欠落したり、適切な時に適切な医師に連絡する
ことができなかったり、治療計画を立てる際に患者データを
フル活用できなかったりすることがあります。

COVID-19パンデミックは、患者とケアチームのつながりを築
くにあたっての課題を浮き彫りにしました。デジタル化は、医
療システム全体で統合されたケアを強化しながら、ケア提供
者と患者をつなぐことで、より良い連携と知識の共有を促進
します。

デジタル技術により、医師は離れた場所にいてもケアを行え
るようになりました。すでに、放射線科医や病理医など一部
の専門医は、遠方から診療を行える技術を取り入れています。
遠隔手術は、離れた所からも高度医療を可能にする手段の1

つとなりました。このようなテレヘルスの応用により、特定の
臨床専門知識をより広域で共有することが可能になり、医療
インフラが整備されていない遠隔地や開発の進んでいない
地域にも、重要な医療サービスを提供することができます16。

患者とケアチームをつなぐ：  

テレラジオロジー（遠隔放射線画像診断）
画像フォーマットが標準化され、ほぼすべての場所でブロー
ドバンドインターネット接続が可能になったことで、テレラジ
オロジー（遠隔放射線画像診断）が先進国だけでなく発展途
上国においても定着しました。放射線科医が不足しているな
かで、テレラジオロジーは小規模施設や遠隔地においても継
続的な放射線診断を可能にし、より多くの患者が専門医の診
療を受けられるようになりました。

さらにテレラジオロジーでは、スタッフが熟練者の知識をデ
ジタルで活用することにより、彼らの施設では行うことのでき
ない複雑なスキャンや高度な特殊スキャンを行うことができ
ます。

患者とケアチームをつなぐ：  遠隔手術
遠隔手術には、外科医が遠方から手術を行えるようにするた
めのロボット技術とブロードバンドインターネット接続が必
要です。遠隔手術システムはほぼ20年前から市場に出てい
ますが、その技術は成熟しており、反応速度が改善された触
覚フィードバックなどの新たなイノベーションによって、ロボッ
ト支援システムを遠隔操作する外科医はより「ライブ」な感覚
を得ることができるようになっています17。

これらをはじめとする多くの専門分野において、遠隔治療は
より多くの患者に高品質な医療を提供することを可能にしま
す。

データセキュリティと患者のプライバシー保護に対応した新た
なパラダイム
しかし、遠隔診療やリモートケア、遠隔モニタリングの有望性
と、患者のプライバシーや安全へのニーズとのバランスを図
ることは必須です。COVID-19のパンデミックの中、米国の政
府機関はHIPAAの免責事項を多数公表しました。これにより、
遠隔医療への急速な移行についての制限が緩和されました。
この免責事項により、患者と医師は、HIPAAに準拠していな
いものが多い既存のプラットフォームを介して、より簡単にや
りとりが行えるようになりました18。

最も重要なステークホルダーは、患者、臨床医、プライマリケ
ア医やその他、患者紹介元です。医療提供者は今後、遠隔診
療や遠隔モニタリングなど、従来の医療とは異なった場にお
いて患者と関わることがますます増えていくでしょう。

アメリカ中西部の4つの州を対象にサービスの提供を行って
いるMercy Healthは、高度なテレヘルスのパイオニアで、
eICUプログラムを導入し、死亡率の低下（APACHEの予測値
よりも25%低い）や入院期間の短縮といったアウトカムを達
成しています。eICUは、75の遠隔医療サービスのハブとして
サービスの提供を行っている総合バーチャル・ケア・センター
の一部です15。COVID-19の脅威が落ち着いた後は、このよう
なイノベーションが利益を生み続けることになるでしょう。
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変化したこと：
• ソーシャルディスタンス対策は患者とケア
提供者とのつながりを妨げる

• 技術ソリューションの加速は、患者とケア
提供者との関係や、ペイシェント・エクス
ペリエンスに好ましい影響を与える

その結果、医療提供者は、Appleの FaceTime、Facebookの
Messenger、GoogleのHangoutsなどの消費者向けコミュニ
ケーションプラットフォームを介してテレヘルスサービスを行
えるようになりました。しかし、そのような免責事項があると
は言え、医療提供者が患者の機密情報を保護しなければな
らない責任から逃れられるわけではありません。  テレヘル
スサービス利用の急増によって、データセキュリティの重要
性が浮き彫りとなり、今や保護しなければならなくなった莫
大な量のデータが、医療システムにとっての新たな課題を生
むことになるでしょう。COVID-19後の世界では、医療システ
ムにとって、増え続ける遠隔医療データや遠隔モニタリング
データについての確実なデータセキュリティ戦略を策定し、
実行することが極めて重要です。多くの医療機関にとって、医
療システムに特有のデータセキュリティの必要性を理解して
くれる企業との協力関係が、この新たな日常（New Normal）
に速く順応するのに役立つかもしれません。

最後に、デジタル化は、ケアチーム内や同職種グループ間の
つながりを強化し、より生産性のあるものにします。医療シス
テムにおいては、データ共有や患者・医師向けポータルを介
した、プライマリケア医や患者紹介元などとの知識交換を促
進できます。初期のインターネット掲示板とは全く異なり、こ
れらの仮想作業空間は、遠く離れた臨床チームや同職種スタッ
フが最良の医療を共有し、生産性を高め、複雑な問題に対処
できるような、安全でユーザーフレンドリーな環境を提供し
てくれます。 エキスパートの持つ技術の届く範囲を拡大する
ことが、近い将来、医療システムにとって最も重要なことにな
るでしょう。

アウトカム測定は軌道修正の基礎であり、医療機関のパ
フォーマンスを継続的に最適化し、拡大、発展させるために
前向きな変化をもたらします。

　   学習する医療システムを構築する
デジタル変革を持続させることは、多くの医療システムにとっ
て容易なことではありません。その要因として主に、デジタル
変革についても継続的改善のカルチャーについても、コミッ
トメントの欠如が挙げられます。これらの障壁は、学習する
医療システム（LHS）を構築することで克服できます。

LHSは、データやユーザー志向の技術を活用し、医師を単純
作業や時間がかかる付加価値の低い作業から解放してくれ
ます。例えば、Team-based care（ケアチーム内での患者情報
共有のための ITの総称）やCare-automation（施設間情報伝
達のための ITの総称）は、ケアの脱中央化やルーチン作業の
自動化を可能にし、シンプルで直感的な使用経験をもたらし
ます。

さらに、学習する医療システムを構築するには、リーダーが
共同のターゲット、整合性のあるインセンティブ、変革に対す
るコミットメントのすべてに賛同する必要があります。また、
組織全体で評価・学習活動をサポートする専任チームなど、
適切な組織構造を構築することも、学習する医療システムへ
とシフトするための重要な方法です19, 20。Memorial Sloan 

Kettering Hospital、Kaiser Permanente、Mayo Clinicなどの
医療機関は、初のChief Digital Officerを任命することで、持
続的なデジタル変革へのコミットメントを表明しました。こ
の役職は2016年時点で大手グローバル企業の6%にしか存
在しなかったものです21。このような目立った組織変革の目
標は、デジタル技術を活用して、より利便性の高い、より個別
化された医療を、手頃な価格で提供することにあります。

患者アウトカムを厳密に測定し、確実に共有することが、学
習サイクルにおいて極めて重要な第3のステップとなります。  

複数年分の患者データ、PROMS（Patient-Reported Outcome 

Measures：患者報告アウトカム指標）データ、社会的決定因子、
そして患者の嗜好など、すべてを経時的に測定・追跡しなけ
ればなりません22, 23, 24。そして、学習する医療システムにおい
て最も重要なのは、（各臨床医のための）患者のアウトカム・
ダッシュボードを用いて組織全体で定期的に共有・見直しを
行うなど、医療システム全体でアウトカムの透明性を保つこ
とです。

アウトカム測定は軌道修正の基礎であり、医療機関のパフォー
マンスを継続的に最適化し、拡大、発展させるために前向き
な変化をもたらします。患者や家族が関与することで、改善
評価トレーニング（例：リーン、シックスシグマ、定性、定量）を
用いた医療機関向け学習プログラムを作成する上で役立つ
的確な洞察が得られます25。

米国ペンシルベニア州にあるGeisinger Health System（GHS）
は、学習する医療システムのコンセプトを具体化しています。

GHSは、継続的にばらつきを減らし効率性を高めるために、
システム工学のアプローチを採用しています。実際の成果と
しては、予約のとおりに来院しないリスクが高い患者を事前
に特定するアルゴリズムなどがあります。このような患者に
対し、来院予定日前に電話連絡することで、予約日に来院し
ない件数が24%減少しました24。

4

14 15翻訳版　 Siemens Healthcare K.K. / Siemens Healthcare Diagnostics , 2021 翻訳版　 Siemens Healthcare K.K. / Siemens Healthcare Diagnostics , 2021



1 2

4 3

学習する医療システムとは？ 

アウトカムの評価に基づいて、介
入実行、アウトカム測定、軌道修
正などを行う医療システム

学習する医療システムの構築方法 

データとテクノロジーの活用
（例：意思決定支援、ケアの自動化）

組織構造の構築
（例：価値実現部門、リーダーの賛同）

患者アウトカムの測定
（例：PROM*、アウトカムの透明性）

軌道修正と調整
（例：医療システム全体の学習プログラム）

1

2

3

4

データと
テクノロジー 組織構造

修正と調整 アウトカム
測定

学習度

改善型カルチャーを育てる

変化したこと：
• 医療システムは、最新のデータや解析結果
に基づきパンデミックに迅速に対応できる
よう備えなければならない

• 継続的改善のカルチャーは COVID-19の脅
威が収まった後も存続する

この継続的学習・改良アプローチは、COVID-19やその他感染
症の将来的なアウトブレイクとの闘いに打ち勝つために極め
て重要なものです。最新データに迅速に適応するカルチャー
は、特に新たな病原菌に直面した場合、対応の遅いカルチャー
よりも、典型的な臨床的課題にも、また将来のパンデミック
にも万全に備えることができます。

デジタル化は、COVID-19やその他の感染症のアウトブレイク
に上手く対処するうえで極めて重要です。今回のパンデミッ
クで登場した遠隔医療などのトレンドやテクノロジーの多くは、
何年もにわたって開発されてきたものですが、新型コロナウ
イルスの出現によって一躍注目を集めました。

中にはパンデミックによって突然導入されたプロセスや手順
もあり、改善の余地がかなりあると言えます。医療施設が今後、
患者により良いサービスを提供するためには、今こそ中長期
の戦略的なデジタル変革について検討することが重要です。

医療分野におけるデジタル変革は範囲が広く複雑なため、
医療提供組織と企業とのパートナーシップが成功の鍵となり
ます。幅広い総合的なポートフォリオを持つメドテック企業
との連携は、デジタル変革へと踏み出す準備ができている医
療システムにとって、とりわけ強みとなります。

Siemens Healthineersは、医療機関の皆様と、パフォーマン
スに基づく持続的なValue Partnershipを築くことに注力して
います。このValue Partnershipには、画像診断・検体検査の
設備の更新から、医療 IT、ファイナンシング、プロセスの最適
化のコンサルティングに至るまで、幅広いサービスが含まれ
ます。特にSiemens Healthineersには医療機関のデジタル
変革をガイドするノウハウと経験があり、成功への道のりを
設定するための戦略的コンサルティングや、医療機関やその
スタッフが道のりに沿って歩めるようサポートする変更管理・
運営コンサルティングサービスをご提供しています。

結論
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