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手術支援ロボットによる腹腔鏡手術で合併症減少、6月からリアルワールドデータで検証―藤田

保健衛生大学・宇山一朗氏 2018年5月22日（火）m3.com 

手術支援ロボット「ダビンチ」の製

造販売を行うインテュイティブサージカ

ル合同会社は5月21日、同社のロボッ

ト手術トレーニング施設を初めて報道陣

に公開、国内で初めてダビンチを個人輸

入した藤田保健衛生大学医学部総合消化

器外科主任教授の宇山一朗氏が講演し、

「手術支援ロボットによる胃がん手術で

は、腹腔鏡手術と比べて合併症が有意に

減少する」との研究結果を紹介した。今

後は、外科系学会が運用する外科手術のデータベースであるナショナルクリティカルデータベー

ス（ＮＣＤ）と日本消化器外科学会が連携し、手術支援ロボットによる手術登録制度を稼働さ

せ、前向き検証を始める。（当日のダビンチ体験は医療維新『医学生がダビンチ体験、「将来は

主流に」』を参照） 

ダビンチを操作する体験会も開かれた 

 手術支援ロボットを巡っては、2012

年に前立腺悪性腫瘍手術で、2016年に

腎悪性腫瘍手術で保険適用されたほ

か、今年4月の診療報酬改定で新たに

12件が保険適用になった。ダビンチ

は、内視鏡手術を三次元高解像の視覚

情報とスムーズで精度の高い鉗子の動

きを支援するのが特徴。すでに保険適

用されている前立腺がんと腎臓がんで

は国内の手術の8割が低侵襲手術だ

が、インテュイティブサージカル社によると、このうちの多くがダビンチを利用して実施されて

いるという。宇山氏は2009年にダビン

チを輸入して以来、600症例以上のロボ

ット手術を実施してきた。その動機は、

低侵襲手術を追求したことだったと説明

する。もともと宇山氏は、創が小さけれ

ば「低侵襲手術」だと考え胃がんの内視

鏡手術に取り組んできた。だが、腹腔鏡

手術で術後に腹腔内感染症などの合併症

を起こすことで予後が悪くなることか

ら、創が小さいだけでなく、術後合併症

を減らすことを模索するようになったと

講演する宇山氏 
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いう。内視鏡手術では、一般に全身の合併症は減るが、局所での操作性が低下するため局所合併

症は増える傾向がある。実際、NCDのデータを使った分析からは、胃がん手術で開腹手術よりも

内視鏡手術の方が、局所合併症が有意に多いという結果だった。 

 「内視鏡手術で局所合併症を減らすには、局所での動作制限の克服が必須になる。職人芸的に

克服することはできるが、実際のリアルワールドでは反映されない。手術支援ロボットは、動作

制限のハードルを下げて現行の腹腔鏡手術の欠点を補完するツールであることは間違いない」と

宇山氏。実際、通常の腹腔鏡手術と比較しても、手術支援ロボットを使うことで、視野の画面が

固定されてぶれないこと、動作性の精度がよくなったという。 

 宇山氏らは2014年から先進医療として手術支援ロボットによる胃がん手術の臨床試験を実施

し、330症例を登録、術後合併症について調べた。その結果、合併症発生率は2.45％と、腹腔鏡

手術での6.4％と比べて有意に減ることがわかった。保険適用されないため、医療費は180万円

かかるものの、合併症が起こらないことで入院日数が大きく減るため、「術後合併症が減少する

ことで、患者のQOLの向上、医療費削減に貢献する可能性がある」（宇山氏）としている。 

 今後は、日本消化器外科学会がNCDと連携して手術支援ロボットによる手術の登録制度を6月

から稼働させる予定。一部施設ではなくより幅広いリアルワールドのデータを活用し、患者QOL

の向上や医療経済的に有利かどうかなどを検証する。 

 ダビンチは前世代機が2009年に薬事承認を取得し、現世代機が2015年に薬事承認を受けた。

国内で約300台稼働しているが、「昨年までは日本では1台で年間100例の手術をしているが、

この数は世界では最低水準。多いと1台当たり900例手術を行っている地域もある」とインテュ

イティブサージカル社社長の滝沢一浩氏は説明した。一方、4月に保険適用が拡大されると稼働

率も拡大。「（症例数は）4～6月で前年同期比4割増えている」（滝沢氏）という。 

 なお、4月から新たに保険適用となったのは、次の12件だ。 

 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除ま

たは1肺葉を超えるもの）胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、胸腔鏡下弁形成術、腹腔鏡下胃切除術 

 腹腔鏡下噴門側胃切除術、腹腔鏡下胃全摘術、腹腔鏡下直腸切除・切断術、腹腔鏡下膀胱悪性腫

瘍手術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る）、腹腔鏡下膣式子宮全摘術 

（長倉克枝） 

 

 

I問診で診察時間を半分に短縮 2018年5月24日（木） m3.com 

 

 ライフサイエンス領域の

変革を推進する「ライフサ

イエンス・イノベーショ

ン・ネットワーク・ジャパ

ン：LINK‐J）」は4月20

日、「LINK-Jネットワーキ

ング・ナイト」を開催し

た。「ドクターとAIの協力

がもたらす医療現場の革

新」をテーマに掲げたこの

イベントでは、医療AI（人

工知能）の現状と展望が議論された。 
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AI戦略を立てる人材の育成が急務 

 まず登壇したのは、エヌビディア合同会社エンタープライズ事業部メ

ディカル・ライフサイエンス領域マネージャーの山田泰永氏。山田氏は

「医師と共存するAI」と題し、AIによる医師サポートの重要性につい

て語った。 AIは、自動で最適な特徴量を抽出し、ルール化不可能な

“本質”を発見することを得意とする。この特徴を活かすことで、腫瘍

や病変の検出だけでなく、放射線治療の計画作成のための臓器セグメン

テーションや患者の表情分析など、幅広い医療分野に応用が可能となる

だろう、と山田氏は述べた。 

 一方で、医療業界へのAI導入には課題も残されている。山田氏によ

ると、特にAIを活用した戦略を立てられる人材が不足していると指摘

する。エンジニアやデータサイエンティストも不足しているが、今後のAIの活用においてはな

んといっても戦略が大事だと強調し、講演を締めくくった。 

 

「AI問診」で患者の病状を事前に把握 

 次に登壇したのは、Ubie 株式会社（東京都中央区）で共同代表

取締役を務め、医師でもある阿部吉倫氏だ。阿部氏は、「AI問診

で医療をredesignする」と題し、医師の作業負担を減らすための

AI問診の技術を紹介した。 阿部氏が代表取締役をつとめるUbie

は、問診や電子カルテ作成をAIで支援するシステム「AI問診

Ubie」の開発・提供などを行っている。AI問診Ubieを導入した

病院では、患者は受診前にタブレット端末を使い、AI問診Ubie

が出す質問に対して「はい・いいえ」で答えていく。このシステ

ムを用いることで、医者は患者の病状を事前に把握・収集できる

ため、患者の顔を見ながらより詳しい問診を行うことができるのだ。 

 AI問診Ubieは昨年12月から本格展開し、現在、40か所以上のクリニックで導入が完了して

いる。今後、日立総合病院などにも導入を予定しているという。阿部氏は今後の計画として、画

像認識によってお薬手帳の内容を把握するプロジェクトを挙げた。この仕組みを展開することに

よって、複数病院にまたがる多剤処方であっても間違いのない処方が可能になるだろう、と抱負

を述べた。 

 

患者の目を見ながら問診を行う医療現場を 

 最後に登壇したのは、目々澤醫院（東京都江戸川区）院長であり東京都医師会理事を務める

目々澤肇氏だ。目々澤氏は、「将来、診療所のデスクトップでAIが役立てることはあるか？」

と題し、ICTおよびAIを活用した未来の医療について述べ

た。 神経内科を専門とする目々澤氏は、脳卒中や慢性頭

痛、認知症などの治療にあたっている。慢性頭痛の患者の問

診には基本的に15分ほどの診察時間がかかるが、これで

は、半日に約15人の患者しか診察することができない。診

察の効率化は喫緊の課題であった。 

 この問題を解決するため、目々澤氏は「AI問診Ubie」を

導入した。その結果、一人あたりの問診時間は2分の1から

3分の1にまで短縮することができたという。目々澤氏によ

ると、システム導入のメリットは問診時間の短縮だけでな
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く、AI問診Ubieが肝となる診断ポイントを的確に押さえてくれるため、安心して診察を行うこ

ともできるようになったという。 

 今後の臨床現場について目々澤氏は、「これまでは常識と考えられてきた、面倒くさい、大

変、危ないという作業はAIによって代替される時代がやってくるだろう。医師がキーボードを

叩かず、患者の目を見ながら問診ができる世界が訪れることを望んでいる」と述べ、講演を締め

くくった。 

 

日立ヘルスケアシステムズ、診療所向け電子カルテ 

日立製作所からの事業承継後、初めての製品 

2018/06/20 10:00 増田 克善＝日経デジタルヘルス 

 
Open-Karte Cloudのサービス概要図 

 

Hi-SEED W3 EXV画面と画像の取り込みイメージ 

 日立ヘルスケアシステムズは、有床診療所向けクラ

ウド型電子カルテサービス「Open-Karte Cloud」と、

無床診療所向け画像ビューアー一体型電子カルテシス

テム「Hi-SEED W3 EXV」の提供を開始する。同社は、

日立製作所のヘルスケア事業拡大に向けて、電子カル

テ事業などを集約し2018年4月に誕生した（関連記

事）。今回の2製品は、日立製作所からの事業承継後、初めての製品となる。 

 Open-Karte Cloudは、クラウドサービスとして提供されるため、インターネット経由で利用

するパソコンのみを準備するだけで容易に導入できる。訪問診療先や自宅など、院外から電子カ

ルテを利用できる。価格は、初期費用が500万円から、月額利用料は25万円から。2018年6月

18日に提供を開始した。 

 Hi-SEED W3 EXVは、電子カルテと検査画像ビューアーを1台のシステムに統合した。X線画像

や超音波画像などの検査画像ビューアーが1台のシステムに統合されているため、導入コスト低

減につながり、初期投資を抑えたい施設の新規開業を支援するという。 
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 画像ビューアーから電子カルテへ、キー画像を簡単にドラック&ドロップで取り込むことがで

き、画像ビューアー側で画像の拡大などの処理を行った場合でも、そのままの状態で取り込むこ

とが可能。電子カルテの診察履歴から指定のマークをクリックするだけで、簡単に検査画像を呼

び出して表示することや、電子カルテの開始や終了と同時に当該患者の検査画像を自動でオープ

ン／クローズすることもできる。 

 価格は920万円（サーバー1台、クライアント2台の最小構成）。2018年7月2日に提供を開

始する。 

 

これがオンライン診療システムと電子カルテの連携 国際モダンホスピタルショウ2018 

 

日立とPHCが診療所向け電子カルテと「YaDoc」の連携をデモ 2018/07/17  

増田 克善＝日経デジタルヘルス 

 2018年度診療報酬改定で点数化されたオンライン診療。「国際モダンホスピタルショウ

2018」（2018年7月11～13日、東京ビッグサイト）では、関連するソリューションの展示が数

多く見られた。その一つが、オンライン診療システムと連携する電子カルテである。 

 オンライン診療システム「YaDoc」を提供するインテグリティ・ヘルスケアは2018年5月、

YaDocを5社の電子カルテシステムと連携することを発表していた（関連記事）。今回の展示会

では、このうち日立ヘルスケアシステムズとPHCホールディングスの2社が、YaDocと電子カル

テの連携ソリューションを披露した。 

 

YaDocと連携する日立ヘルスケアシステムズの

Hi-SEED W3 EXV 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 日立ヘルスケアシステムズは、2018年7月2

日に提供を開始した無床診療所向け画像ビュー

アー一体型電子カルテシステム「Hi-SEED W3 

EXV」との連携を展示した。患者のカルテ画面

を開き、画像ビューワ選択メニューでYaDocを

選択すると、患者ID連携によりYaDocの当該

患者のオンライン診察画面が起動する。オンライン診察開始ボタンで患者側デバイスを呼び出

し、電子カルテの前回記事などを参照しながら診察できる。 

 

YaDocと連携するPHCのMedicom-HRV 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 PHCは、最新の診療所向け電子カルテシス

テム「Medicom-HRV」との連携を披露した。

日立ヘルスケアシステムズのケースと同様、

オンライン診療を行う患者カルテを開き、画

面上のランチャーをクリックするとYaDocオ

ンライン診察画面が起動する。 

 YaDocにはオンライン診察当日の問診情報

やバイタルデータなどを登録できるが、両社とも現段階では電子カルテとのデータ連携は行って

いない。「問診情報は、電子カルテの問診情報画面の各フィールドにコピー＆ペーストすること
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は可能。今後、YaDocの問診やバイタルデータをできるだけ電子カルテ側に一元化したい」（日

立ヘルスケアシステムズの担当者）としている。 

 日立ヘルスケアシステムズのHi-SEED W3 EXVは医用画像管理システムと一体化している。こ

のため、患者が自らのスマホで撮影した患部写真などをYaDocの機能を利用して、電子カルテの

当該患者フォルダーに取り込むことは容易だという。 

 一方、PHCも「YaDocとのデータ連携は今後、優先順位を見極めながら実現していきたい」

（PHCメディコム事業部の担当者）とする。特に、YaDoc側の予約機能から電子カルテを連動で

きるよう対応するという。 

 

オンライン診療システムが日本医師会ORCAと連携 デジタルヘルス事例 2018/03/29  

インテグリティ・ヘルスケアの「YaDoc」、今後は電子カルテとの連携も 

大下 淳一＝日経デジタルヘルス 

 インテグリティ・ヘルスケアは2018年3月29日、同社のオンライン診療システム「YaDoc

（ヤードック）」と日本医師会ORCA管理機構の「日医標準レセプトソフト クラウド版（通称ク

ラウド版ORCA）」をシステム連携させると発表した。レセプト側の患者情報を活用して、オン

ライン診療システムに患者情報を自動的に取り込めるようにする。既存の医療インフラとの連携

を通じ、オンライン診療の導入促進につなげたい考えだ。 

インテグリティ・ヘルスケアが3月28日に開催したオ

ンライン診療に関する説明会に登壇した同社代表取締

役会長の武藤真祐氏（右）と同社代表取締役社長の園

田愛氏 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 インテグリティ・ヘルスケア代表取締役社長の園田

愛氏は、オンライン診療に対して医療者が感じている

課題の一つに、オンライン診療システムと電子カルテ

などの医療データの連携が不十分なことや、患者情報

登録の煩雑さがあると指摘する。この解消に向けた取

り組みの第1弾が、クラウド版ORCAとの連携である。 

 ORCA（オルカ）は、日本医師会ORCA管理機構の医療機関向けレセプトソフトである「日医標

準レセプトソフト」の通称。診療所を中心に全国約1万7000の医療機関で利用されており、診

療所を主体に活用が始まったオンライン診療とユーザー層が重なる（関連記事1）。2017年10

月からはクラウド版の提供が始まった。 

 今回のYaDocとの連携では、YaDocを利用してオンライン診療を提供する医療機関が、クラウ

ド版ORCAに登録された患者情報をリアルタイムかつ自動でYaDocに取り込めるようになる。ま

た、クラウド版ORCAを新たに導入する医療機関は、簡易な手続きでYaDocによるオンライン診

療を提供できるようになる。こうしてシステム利用時の「煩雑さを減らすことが今回の連携の主

眼」（園田氏）である。 

 インテグリティ・ヘルスケアと日本医師会ORCA管理機構は今回の連携を皮切りに、オンライ

ン診療の医療機関への普及に向けた包括的な取り組みで協力していく。YaDocやクラウド版ORCA

にかかわる「マーケティングやプロモーションでも協力する」（園田氏）という。 

 

オンライン診療システムが日本医師会ORCAと連携（page 2）2018/03/29  

インテグリティ・ヘルスケアの「YaDoc」、今後は電子カルテとの連携も 

大下 淳一＝日経デジタルヘルス 
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今後は電子カルテとの連携も 

 今後、インテグリティ・ヘルスケアは患者情報の取り込みにとどまらず、レセプトシステムと

の連携強化や、電子カルテとの連携なども進めたい考え。「YaDocを単体ではなく、電子カルテ

やレセプトと連携させた形で展開していきたい。そのための環境を整えていく」 

（インテグリティ・ヘルスケアの園田氏）。 

 YaDocは、オンライン問診とオンライン診察、モニタリングという3つの機能を通じ、かかり

つけ医の機能強化や診療の質向上を図るシステム。インテグリティ・ヘルスケアは2017年度、

YaDocを用いたオンライン診療の実証事業を福岡市や福岡市医師会と実施し、2018年1月に

YaDocの商用サービスを開始した（関連記事2、同3）。 

 

新浪社長と武藤医師がタッグ、健康経営にオンライン診療 デジタルヘルス事例 

サントリーとインテグリティ・ヘルスケアが2つの施策を発表 2018/07/05  

小谷 卓也＝日経デジタルヘルス 

 サントリーホールディングスは、同社社員の家族（後期高齢者）が在宅でオンライン診療を受

けられる施策を2018年10月から導入すると発表した。インテグリティ・ヘルスケアのオンライ

ン診療システム「YaDoc（ヤードック）」を活用する。2018年7月4日に開催された記者会見に

は、サントリー 代表取締役社長の新浪剛史氏とインテグリティ・ヘルスケア 会長で医療法人社

団鉄祐会 理事長の武藤真祐氏がそろって登壇した。 

サントリー 代表取締役社長の新浪剛史氏（左）とイ

ンテグリティ・ヘルスケア 会長で医療法人社団鉄祐会 

理事長の武藤真祐氏（右） 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 高齢の家族が安心して医療を受けられる仕組みを整え

ることに加え、家族と離れて住む社員の不安や負担を軽

減することを狙う。従業員が心身ともに健康で働けるよ

うにして企業の生産性を高める、いわゆる「健康経営」

の施策の一環だとサントリーは位置付ける。ローソン在

職時代から健康経営に着目し、現在もサントリーで健康経営を強力に推進する新浪氏と、ICTな

どの活用で新たな医療システムの創造を目指す武藤氏の思いが合致した取り組みだと会見で両者

は強調した。 

 まずは、福岡市・名古屋市などエリアを限定して今回の仕組みを導入する。「遠隔地に住む後

期高齢者」「介護が必要など、通院への負担が大きい場合」「オンライン診療の諸条件を満たす

場合」の条件を満たす社員・配偶者の両親を対象に、対象者のかかりつけの医療機関とタブレッ

ト端末を使用したオンラインでの保険診療を実施する。 

 

サントリー社員の家族（後期高齢者）へのオンラ

イン診療のイメージ図 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 対象者のかかりつけの医療機関が必ずしもオンラ

イン診療システム「YaDoc（ヤードック）」を導入し

ているわけではない。そのため、「一人ひとり（医

療機関ごとに）、丁寧に説明をしにいく」（武藤

氏）としている。 
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新浪社長と武藤医師がタッグ、健康経営にオンライン診療（page 2）デジタルヘルス事例 

サントリーとインテグリティ・ヘルスケアが2つの施策を発表 2018/07/05  

小谷 卓也＝日経デジタルヘルス 

 

40歳未満の社員にオンライン保健指導も 

 今回、サントリーの40歳未満の生活習慣病予備群社員へのオンライン保健指導を、オンライ

ン診療システム「YaDoc（ヤードック）」を活用して2018年10月に開始することも発表した。

「40歳未満でも、厚生労働省が定める特定保健指導の基準を満たす社員がいる」（新浪氏）こ

とを問題視し、40歳以上に対する特定保健指導に加え、40歳未満を対象とするオンライン保健

指導を導入することで、社員の重症化予防を図る考えだ。 

 

サントリーの40歳未満の生活習慣病予備群社員へのオ

ンライン保健指導のイメージ 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 インテグリティ・ヘルスケアが提携する保健師・看

護師・管理栄養士により、厚生労働省が定める特定保

健指導に準じた指導を実施する。指導内容はサントリ

ーの保健スタッフとも共有するとしている。 

 

 

 

AIの導入、医師の仕事は3つ残る 武藤真祐の「ヘルスケアの未来へ」 

厚生労働省 医務技監 鈴木康裕氏 × 武藤真祐 対談 2018/06/25 

厚生労働省が2017年7月に新設した事務次官級のポストである医務技監。診療報酬改定から

AI（人工知能）導入後の医師の在り方まで、幅広い話題について初代・医務技監を務める鈴木康

裕氏と対談した。（編集部） 

武藤 2018年度診療報酬・介護報酬改定が終わりました。鈴木技監は、これまでもさまざまな

立場で報酬改定にかかわってきたかと思いますが、今回の改定で注目すべきポイントはどこだと

お考えですか。 

鈴木 ポイントは3つあります。第1は、急性期な

どの「入院医療」です。これまでの制度では入院患

者7人を看護師1人が看る、いわゆる7対1がベー

スでした。しかし、このやり方では看護師の配置に

応じて診療報酬が支払われるため、入院患者の重症

度などが評価されておらず「本当に適切か」という

議論がありました。 

 

右が厚生労働省 医務技監の鈴木康裕氏（写真：栗原克己、以下同） 

クリックすると拡大した画像が開きます 

 ドナベディアンが提唱した医療の質評価の枠組みである「構造（ストラクチャー）」「過程

（プロセス）」「結果（アウトカム）」に置き換えるならば、ストラクチャーのみが重視されて

いたといえるでしょう。そこで今回はプロセスやアウトカムも重視すべきと考え、新たに「10

対1」をベースにしつつ、重症度や医療・介護必要度も評価するような仕組みを取り入れたので

す。 
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 第2は、あまり着目されていませんが「医療機器」に関連する部分で

す。重粒子線がん治療や陽子線治療、手術支援ロボット「da Vinci（ダ

ビンチ）」など、近年は最新の医療機器を利用した治療方法がいくつも

登場しています。しかし、これまでは機器の購入費などを含むコストに

応じて診療報酬が決められていたため、治療費が高額になる傾向にあり

ました。 

 その点を踏まえ、今回からはコストではなく患者が得られる価値に基

づいて評価するように改定しました。これはあくまでイメージですが、

例えばダビンチの価値が腹腔鏡手術よりも優れていれば高い評価にな

り、変わらなければ同じ点数にはなるという考え方です。方向性として

は、費用対効果を基準にしたやり方だと考えています。 

 第3は、医療機関の「経営における視点」です。我々はこれまで、医療機関の経営を考えると

き「増収」を主眼に置いて診療報酬を設定してきました。ただ、その結果生じたのは、収入とと

もに人件費なども増えて利幅が減る「増収減益」でした。そこで今回は増収にこだわらず、極力

コストを削減して利幅を増やす「増益」を主眼としました。これら3つのパラダイムシフトが、

今回の改定を契機に今後ますます拡大していくと思っています。 

武藤 この3つの中で、実現に最も苦労したのはどれだったのでしょうか。 

鈴木 やはり、第1の点でしょうか。特に、看護師の配置ではなく重症度で評価するという点

で、不安になった人もいたようです。例えば、重症度は病院でも常に一定ではないため、「収入

が変動してしまうのか」といった声はありました。もちろん、今後もさまざまな試行錯誤が必要

だと考えています。 

 

AIの導入、医師の仕事は3つ残る（page 2） 

厚生労働省 医務技監 鈴木康裕氏 × 武藤真祐 対談２ 

 

「次世代医療基盤法」成功のカギは… 

武藤 今回の改定では、「オンライン診療料」「オンライン医学管理料」が新設されました。

この分野についてはどう見ていますか。 

鈴木 いわゆる遠隔医療には大きく2つあります。1つは、医師と医師をつなぐ「DtoD（Doctor 

to Doctor）」。例えば、離島などの医師が放射線画像を遠方の専門家に見てもらうといった使

い方があります。専門医不足や今後の労働人口の減少などを踏まえれば、これは必ず取り組むべ

きだと思います。 

 もう一つは、医師と患者をつなぐ「DtoP（Doctor to Patient）」。これには2種類あり、ま

ずはウエアラブルデバイスなどを活用した「モニタリング」です。患者の血圧や血糖値などを日

常的に取得できるようになれば、そのデータを基にして、医師がより正確な医薬品の処方や生活

習慣の改善指導を行うことが期待できます。こうした活用は、ぜひ積極的に進んでほしいと考え

ます。そして、ICTを活用して問診などを実施するもの。オンライン診療というと、真っ先にイ

メージするのはこのスタイルだと思いますが、これについては今回の改定で一部が保険診療の対

象になりましたが、まだこれから幾つもの議論を深めていく必要があります。 

武藤 患者個人の健康情報を取得できるモニタリングは、患者のパーソナルな情報を基に個人

レベルでの適切な医療を提供するプレシジョン・メディシン（Precision Medicine）には不可欠

ですから、そのような利用の促進は私も賛成です。これは、今後の医療・介護分野におけるビッ

グデータ活用にもつながっていくわけですが、そのベースになるであろう健康・医療・介護のビ
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ッグデータを連結した「保健医療データプラットフォーム」構想について、改めて教えてくださ

い。 

鈴木 保健医療データプラットフォームについては、2020年度の本格運用開始に向けた議論が

厚生労働省で既に始まっています。保健医療データプラットフォームに近い仕組みとして、レセ

プト情報やカルテ情報、調剤情報、健診情報、介護情報などを閲覧できるようなシステムは、各

自治体と事業者で既に250ほど作られていますが、これらのシステムには幾つかの課題がありま

す。 

 例えば、このようなシステムを作っても、実際に稼働を続けているのは6割程度しかないとい

う現状があります。これは、運用開始当初こそ省庁からの補助金などがあったため支障はなかっ

たのですが、その補助金がなくなってしまうと運用できないという状況に陥ってるのが大きな理

由です。また、独自システムで構成されているケースもあるため、その自治体の範囲外ではまっ

たく利用できないという点も挙げられます。データを有効活用するのであれば、全国どこででも

利用できるような仕組みでなければいけないのではないでしょうか。 

 データ活用という意味では、データを匿名加工して幅広い分野で円滑に利活用する「次世代医

療基盤法」も、保健医療データプラットフォームに大きくかかわってくる取り組みの1つです。

次世代医療基盤法において、成功のカギを握るのは「ビジネスモデルが成り立っているか」とい

う点だと考えます。匿名データの活用が圧倒的な広がりをみせるためには、創薬への利用や保険

事業への展開など、しっかりとしたビジネスモデルの確立が不可欠でしょう。 

 これに加えて、セキュリティーとプライバシーについても、万全の対策を取る必要がありま

す。これは医療業界に限った話ではありませんが、そういった対応を取らないと、どこかで必ず

問題が出てきます。個人が特定できない通常の疾患データであれば大丈夫だと思いますが、遺伝

性の疾患などでは人物が同定できてしまう可能性も否定できないだけに、慎重を期する必要があ

るでしょう。 

 

記事一覧へ 

武藤真祐の「ヘルスケアの未来へ」 

AIの導入、医師の仕事は3つ残る（page 3） 

厚生労働省 医務技監 鈴木康裕氏 × 武藤真祐 対談３ 

 

医療業界でも相当な省力化が必要に 

武藤 その点は、私もまったく同じ意見です。結局のところ、

多くの人が頭を抱えているのは、セキュリティーなどの問題も

含めて、「病院が提供したデータを価値あるものに変え、それ

を企業などが購入し、その対価を病院が受け取る」という仕組

みを本当に実現できるのか、ということでしょう。 

 

鈴木 個人的にその実現の可能性を示していると感じているの

が、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が展開する「医療情報データベース（MID-NET）」です。

MID-NETは次世代医療基盤法が成立する前に作られたものなので、基本的にはデータは病院内に

とどまって，その分析結果が集められるわけですが、これをもう一歩進めて記名式データまで集

められるようになれば、製薬会社などにとってはより有益なものになると考えます。 

武藤 今後の医療の将来像についてはどのようにお考えですか。 

鈴木 2025年には団塊の世代が75歳を迎え（いわゆる2025年問題）、そこからおそらく5～

10年が日本医療のピークだと考えています。その後は、高齢者数も減少傾向になっていきま
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す。そのときには労働人口も大きく減少しており、医療業界でも相当な省力化が求められるはず

です。また、働きやすい環境でなければ医師も集まらなくなりますから、いま注目を浴びている

「働き方改革」も当然必要となるでしょう。 

 高額になりがちな先進技術を適正価格にする努力も必要です。データベースの活用などは、そ

の一翼を担ってくれると考えています。そしてもう一つ、私が非常に画期的だと思っているのは

「条件付き早期承認制度」です。この制度は再生医療で既に導入されていますが、その結果、日

本の再生医療製品のパイプラインは、米国や欧州のベンチャーも日本に進出してきたことで約

15倍に増えました。現在はこの制度を医療機器と一部の医薬品にも広げており、さらなる活用

を模索しています。 

 例えば、条件付き早期承認制度で多くのデータを集められれば、そこから本承認への道筋を付

けやすくなります。さらに、このデータをMID-NETのようなシステムと連携させることで、創薬

にも活用されることが見込まれます。これによって、新薬の価格も抑えられる可能性がありま

す。費用対効果なども分析しながら、一般の製薬企業や医療機器開発企業のコストやリスクを下

げ、どうやってお互いにWin-Winの状況を作り出すことができるのか。そこが一番大事だと感じ

ています。 

 

AIの導入、医師の仕事は3つ残る（page 4） 

厚生労働省 医務技監 鈴木康裕氏 × 武藤真祐 対談４ 

 

周辺産業に携わる医師は増加する 

武藤 確かに、医療を必要とする人の数は、近い将来減少していくことになるでしょう。とな

ると、2025年以降は医師の数も減っていくとお考えですか。 

鈴木 今後、AIやロボットがさらに進化して医療に導入された場

合、医師の仕事の質が根本的に変わるため、直接急性期の医療に携

わる医師の数は減っていくと想定できます。しかし、医療に導入さ

れるAIやロボットのシステムを作るためには、エンジニアだけでな

く医師もかかわっていく必要があります。そういった需要を踏まえ

ると、いわゆる臨床に携わる医師は減ると思いますが、逆に周辺の

産業に携わる医師は大きく増加すると見ています。 

武藤 AIなどによって「医師の仕事の質が根本的に変わる」という

のは的を射てますし、興味深い話です。業務の効率化という意味で

も、AIはさらに加速すると私も思います。では、そういった世界が

実現したとき、医師の仕事には何が残ると思いますか。 

鈴木 AIの現状を踏まえて考えると、患者を「分析する」、患者を

「説得する」、患者に対して「責任を取る」の3つが残ると思います。これらはどれも機械では

難しいからです。もちろん、100年や200年後の世界では可能かもしれませんが、少なくとも当

面は医師がやる必要があるでしょう。 

武藤 確かに、患者に対する責任を最重要とするならば、医師は自分で患者を説得したいはず

ですし、そのためには当然自分で患者を分析して決定することになるでしょう。そう考えれば、

医師の気持ちから見ても「分析する」「説得する」「責任を取る」は3つセットになるのかもし

れませんね。 

 

AIの導入、医師の仕事は3つ残る（page 5） 

厚生労働省 医務技監 鈴木康裕氏 × 武藤真祐 対談 
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2020年度診療報酬改定は… 

武藤 では最後に、次回の2020年度診療報酬改定についてお聞かせください。 

鈴木 2025年問題は非常に重要なポイントで、日本医療のピークを迎えるその後のことを考え

ると、直前の2024年はある意味で改定の本丸だと私は考えています。イメージとしては、2012

年改定がホップ、今回2018年改定がステップ、そして2024年改定がジャンプといった感じでし

ょうか。今後は2024年に向けて、2020年と2022年でどう舵を切っていくかが大切だと感じて

います。 

 これは実現可能かどうかは分かりませんが、従来の出来高払いを変更し、例えば糖尿病の管理

であれば「HbA1cを一定の値に抑える」といった成功に対して報酬を支払うというやり方もある

でしょう。その代わり、それを誰が実現しても構わない。医師でも保健師でも栄養士でもいいと

いうやり方も、イノベーションとしてはあり得ると思っています。私はこれを「医師の裁量権の

拡大」だと解釈しています。一つひとつの行為が評価

されるのではなく、医師のマネジメント能力や判断力

が試されるということです。 

武藤 「医師の裁量権の拡大」は非常に印象的な言葉

です。そうなると、ある意味ではチーム医療がより大

きな役割を担っていくといえそうですし、ICT活用の

必要性が増すかもしれません。医療業界に新しいイノ

ベーションが起きることを期待してします。 

 

 

体脂肪量が死亡と強い正の相関／BMJ ケアネット2018/07/17 

 身体組成は直接的な評価が困難であるため、大規模な疫学研究では

身体組成と死亡との関連は明らかにされていない。米国・ハーバード

T.H. Chan公衆衛生大学院のDong Hoon Lee氏らは、身体計測予測式を

用いた検討を行い、BMIと死亡との関連は、除脂肪量（lean body mass

［除脂肪体重］）および脂肪量（fat mass）という2つの身体組成と

死亡との関係によって規定されることを示した。研究の成果は、BMJ誌

2018年7月3日号に掲載された。多くの疫学研究により、BMIと死亡

には、予想とは異なりJ字型またはU字型の関連が報告されており、肥満パラドックスと呼ばれ

る。このパラドックスは、BMIへの除脂肪体重や体脂肪量の寄与が、正当に評価されないことに

より引き起こされている可能性もあるという。（米国国立衛生研究所などの助成による） 

BMIと死亡はJ字型、除脂肪体重と呼吸器疾患死は逆相関 

 BMIと全死因死亡の間には、一貫してJ字型の関連が認められた。 

 

糖尿病患者の診察時間に影響を及ぼす因子とは？ 

日本人の糖尿病患者約1,100人を解析 HealthDay News 臨床ニュース 2017年3月16日 

 医師が糖尿病患者を診察する時間は患者のHbA1c値が高いほど長くなり、また、1型糖尿病患

者やインスリン注射、睡眠導入薬、抗不安薬を使用している患者の場合も医師は診察に時間をか

ける傾向がみられることが、東海大学医学部付属八王子病院総合内科の壁谷悠介氏らの研究グル

ープの調査でわかった。医師側の因子としては女性であることと、40歳未満の医師に比べて40

～60歳、60歳以上と年齢が高まるにつれて診察時間が長くなる傾向がみられた。詳細は

「Diabetes Research and Clinical Practice」4月号に掲載された。医師と患者が対面する診
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察時間は糖尿病診療の質に大きな影響を及ぼし、医師と患者間の関係を良好に保つためにも十分

な診察時間を設けることが重要とされている。 

 

診療時に患者が話せる時間はたった「11秒」？112件の診療での会話を分析 

臨床ニュース 2018年8月9日 

 診察室での診療時に、患者が医師に自身が抱えている問

題について話せる時間はたった11秒程度であることが、

米フロリダ大学内分泌学のNaykky Singh Ospina氏らによ

る研究で示唆された。米国の複数の医療機関で録画された

112件の診療での医師と患者の会話を分析した結果、患者

が自分の症状について話し始めてから11秒ほどで医師は

それを遮っていたことが分かった。約300人の医師と約

700人の患者が登録されていた。分析した112件の診療のうち51件は専門医、61件はプライマ

リケア医によるものであった。 その結果、診療時に医師が患者から症状に対する不安や心配事

について聞き出していたのは112件中40件で、全ての診療のわずか36％だった。また、患者か

ら話を聞き出していた医師の割合は、専門医の20％に対してプライマリケア医では49％と高か

った。 

 

高齢ドライバー講習、大行列 予約～受講完了に１００日超 2018年7月24日 神奈川新聞 

 高齢ドライバーによる重大事故が全国で相次ぐ中、75歳以上を対象とした県警の認知機能検

査や高齢者講習で長期にわたる受講待ちが生じていることが分かった。認知機能検査の予約から

続く高齢者講習の受講完了までの期間が全国平均より２４日長い平均112日と判明。５月に茅ケ

崎市内で90歳の女性が男女４人を死傷させる事故が発生するなど、対策が喫緊の課題にもかか

わらず、認知症の恐れがあるドライバーの早期発見が遅れかねない現状が浮き彫りとなった。 

 
ホームページが広告規制の対象に!! 
 

医療法の改正により、ホームページが「広告」の扱いになることが決まって
います。今後、ガイドラインの見直しが行われ改正の施行期限である2018
年6月13日までに、正式に施行されます。 
ガイドラインがどのように見直されるかは今後決定いたしますが現段階のガ
イドラインがそのまま施行されるとこれまでOKだった表現が使えなくなる
恐れがあります。 
 

インターネットオンライン診療の時代へ 

2015 年から、離島などの遠隔地で

なくても、インターネットを介し

たオンラインでの診療が可能にな

りました。オンライン診療が増加

していく数年後を想像してくださ

い。ホームページがいまより重要な役割を担っていく

のは想像に易いことです。 

Google に開業するイメージを持つ インターネ

ットの覇権を握っているのはGoogleです。いかに立派なホームページをつくっても、Googleに



 14 / 31 
 

評価されなくては意味がありません。経営者として、リアルとGoogleの２か所で開業する意図

を持って、これからのインターネット時代に向かっ

ていく必要が出てきたのです。 

クリニックは、地域包括ケアにおいて、在宅にこぎ

出るのか、専門性を高めていくのかの選択を迫られ

ています。 

さらに2017年12月6日（水）にウェブマスター向

け公式ブログで医療機関のコンテンツを評価するこ

とを明言しました。 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/for-more-reliable-health-search.html 

この改正によって、医療機関のホームページが充実していればより効果が出しやすくなったと言

えます。 インターネット上でこの波にのっていくことのできるクリニックをいかにつくってい

くかがこれからの医療機関経営のキーワードです。 

6 つの原則があります 

本セミナーでは、医療機関のホームページを800 件以上プロデュースしてきた講師が、診療所

がとるべきオンライン診療時代のホームページ戦略を「6 つの原則」にまとめて伝授いたしま

す。この機会に是非ご参加ください。参加者様には書籍をプレゼント 

医院ホームページ作成の教科書 

2017年2月発売し、2018年5月に第３刷となっている書籍「医院ホ

ームページ作成の教科書」を参加者様全員にプレゼントいたします。 

Amazonでの販売ページはこちら 

一部をpdfでご覧いただけます。（クリックしてダウンロード） 

セミナー概要 講座内容 

Googleで開業する?リアルとネットを上手に活用する 

悪い口コミが書かれた時の対応、書かれないような対策は? 

スマートフォン対策はなぜ必要なのか？どう対応すればいいのか? 

Yahoo ・Googleなどの検索サイト対策とは？ 

看護師

やスタッフの採用にウェブが大活

躍する 

 Blogやfacebook、Instagramは

どのように活用するのか？ 

 医療機関の広告規制どうすればい

いの? ほか 

対象 

診療所経営者様、開業予定の医師

の方 

受講料 

無料 

日時 

ご都合の良い1日をお選びください 

 [東京会場] 8月25日（土） 17:00～18:30（開場16:45） 

 [東京会場] 8月26日（日） 11:00～12:30（開場10:45） 
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 [大阪会場] 9月1日（土） 16:30～18:00（開場16:15） 

 [大阪会場] 9月2日（日） 11:00～12:30（開場10:45） 

※全ての日程で内容は同一です。 

 

「AI医療導入は3ステップで」―佐賀大学医学部教授・末岡榮三朗氏 m3.com 2018年7月3日 

 6月21日に開催された、日本マイクロソフトと人工知能（AI）開発ベンチャーのプリファー

ド・ネットワークス（東京・千代田）が主催する「ディ

ープラーニングラボ」のイベント「DLLAB DAY」に佐賀

大学医学部教授の末岡榮三朗氏が登壇し、AIを活用した

医療の今後について「3ステップで段階的導入が進む。

臨床現場に実装しながら進めていく」と話した。 

 登壇したのは「ディープラーニングが奏でる医療最前

線～AI臨床実装の鍵～」。佐賀大発ITベンチャーのオ

プティム（佐賀市）と佐賀大学が共同で進め、末岡氏が

所長を務める同大メディカル・イノベーション研究所の活動について「「AIとIoTで新しい医

療のイノベーションを展開する」として紹介をした。 

 同研究所は、医療現場の課題解決のためにAIやIoTといった技術を現場に導入することを目

指す。技術をバラバラにではなくシームレスに導入するのがコンセプトだという。また、流動的

な組織体制をとり、プロジェクトごとに専門領域の教員やスタッフを配置し進める。医学部の教

員らが中心となり、病院などの現場を持つ。活動方針として、「現場に早 く投入したい」と末

岡氏は強調した。 

眼底画像検査をAIが支援 

 研究活動の具体例として末岡氏は、「眼底画像の診断支援システム」を紹介した。また、それ

ぞれの病変が何なのかを分類する。眼底検査で診断できる疾患は多く、2000万人の患者が対象

になるとされている。「眼底検査のAI診断補助システムのニーズは高い。だが、現場の医師が

本当に必要だと言ってくれないと実装はできない」（末岡氏）。 

 眼底画像の診断支援システムを臨床現場にいかに入れていくかという課題に対して、末岡氏は

「一般健診やコンタクトレンズ受診では患者数が多い。そこで眼底検査のスクリーニングのニー

ズがある。また、AIによる補助では、専門の医師や経験が少ない医師との診断結果の均てん化

にもつながる」と述べた。 

 同大がオプティムと共同で開発を進める眼底画像の診断支援システムは、眼底画像から視神経

乳頭の異常や黄斑部の変性などの病変をAIが自動的に解析する。こうしたAIによる診断支援は

3ステップで進めていくと末岡氏は説明した。現在の「第一世代AI」は、健診などの眼科専門医

がいない場で、スクリーニングなどの用途で利用をする。ただし、「一般健診で使うには、患者

への結果のフィードバックとしたシステムの作りこみも必要だ」とした。 

 次のステップは、眼科専門医にとっても有用なAIシステムだ。「高度医療の先生方に使って

もらう『アドバンストAI』を作る」と末岡氏。さらに3ステップ目は「国家プロジェクトとし

て進めているパーソナル・ヘルス・レコード（PHR）での個人の健康管理と融合させる。時間軸

を加えて変化率を見て管理する『デルタAI』というコンセプトを提案している」とした。デル

タAIではひとりの個人の健康指標の経時的な変化率を見る。例えば眼底画像も個人の中で年々

変化する。この時間軸に沿った変化率によるリスク因子の抽出と評価機能をAIに搭載し、また

これらをデータベース化してPHRと融合させていくという。 

医療AI活用は、医療現場全体像の整理から 
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 今後の画像診断支援AIについても、末岡氏は眼底画像と同様の3ステップでの段階的導入を

提案した。 

「臨床現場に実装して、そこで作りこんでさらに良いものにしていく。段階的に導入していくた

め、臨床現場に入っていくのはそんなに先のことではない」（末岡氏）。 

 画像診断支援AIのほか、末岡氏らは自動問診システムでのAI活用についても研究を進めてい

る。自動問診システム開発には、形式化されたデータベースが必要だが、テンプレートを作りこ

れから前向きにデータ収集をすると時間がかかる。そこですでにある臨床データを活用、必ずし

も定型的なデータベースが作られているわけではないのでまだまだ課題が多いという。 

 最後に「眼底画像や問診など様々な場面でのAI活用の研究が進んでいるが、その場面にこだ

わるのではなく、まずは医療全体としての流れの中でのAI活用のビジョンと全体像が必要だ。

そのためには、現場の課題、それに対して何ができるかを把握して取り組まないと、医療現場で

は実装ができない」と課題を指摘した。長倉克枝m3.com編集部 

 

AI導入で医師と患者の関係は4段階で変化、PMDA科学委員会が提言 2018年8月7日 

 医薬品医療機器総合機構

（PMDA）が8月1日に開催し

た「PMDAレギュラトリーサ

イエンスセンター開設記念シ

ンポジウム」にPMDA科学委

員会AI専門部会部会長を務

めた東京大学執行役・副学長

の光石衛氏が登壇し、同部会

が昨年末に取りまとめをした

「AIを活用した医療診断シ

ステム・医療機器等に関する

課題と提言2017」を紹介した。 

 科学委員会は、先端科学技術の対応のために医薬品や医療機器審査業務などの科学的側面につ

いて審議するPMDAの外部機関。人工知能（AI）を用いた医療機器プログラムの開発や審査に向

けて、2017年1月にAI部会を設置し、AIを活用した医療診断システム・医療機器等について議

論を進めてきた。 

 報告書では、ディープラーニング（深層学習）などの機械学習を使った医用画像解析や画像診

断支援の課題と提言についてまとめられた。機械学習などの技術を搭載する医療機器とその他の

医療システムを「AI医療システム」とした上で、従来の医療機器等と異なる点として以下の3

点を指摘した。 

 AI医療システムは学習により性能等が変化しうる（可塑性）。 

 深層学習などの方法によるAI医療システムは、AIの出力の予測や解釈が難しいことがある（ブ

ラックボックスとしての性質）。 

 将来、AIの支援レベルが高度化すると患者と医師等の関係性が従来と変わってくる可能性があ

る（将来の高度な自律能） 

 厚生労働省の「保健医療分野におけるAI活用推進懇談会」は昨年まとめた報告書で、AIによ

る診断支援システムを利用する場合でも、「診断の最終決定は医師が行い、責任も当該医師が負

う」としている。一方で、PMDA科学委員会AI専門部会の報告書では、「究極的にはAIが医師

等よりも高度な診断支援・治療支援の能力を獲得する状況も想定される」とし、医師と患者の関

係性の変化を以下の4段階で示した。 
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 ①医師が患者に主関係。AIは間接的に医師を補助。 

 ②医師が患者に主関係。AIは直接的に医師を補助。 

 ③医師が患者に主関係。AIも患者に関係。医師がAIを監督。 

 ④AIが患者に主関係。医師は間接的に関係。 

 医師、患者の関係はAIの段階が①から④へと進化するにつれ、AIが主体的となり、特に③か

ら④にかけて医師と患者の関係性があいまいになってくるとした。長倉克枝m3.com編集部 

 

東京医科歯科大 手術支援ロボットなどを紹介 日本機械学会 機械の日 展示会 2018年8月8日 

 日本機械学会は8月7日、「機械の

日」展示会を都内で開催し、東京医科

歯科大学などが開発を進める手術支援

ロボットなど医療に関連する機械技術

の紹介があった。。 

 日本機械学会では、人工知能（AI）

など新技術の進展に伴い、人と機械の

関係が大きく変わりつつあるとして、

同学会が定める「機械の日」である8

月7日に機械技術をアピールするためのイベントを開催している。 

 東京医科歯科大学川嶋健嗣研究室は、研究を進める「マスタスレーブ一体型ロボット鉗子」の

展示とデモンストレーションを行った。鉗子にセンサーやアクチュエーターを搭載した機器で、

操作者が意図するように自在に動くという。なお、同研究室は東京工業大学と共同で、内視鏡作

業中に人の助手に代わって内視鏡を操作する「内視鏡ホルダロボット」を開発し、共同設立した

ベンチャー企業「リバーフィールド」で製造・販売をしている。 

 手術支援ロボットを巡っては今年4月の診療報酬改定で、ロボ

ット支援手術による12術式が新たに保険適用された。現在普及

している手術支援ロボット「ダビンチ」は鉗子の遠隔操作などを

行うが、力覚や触覚の遠隔提示は含まれない。一方、同研究室で

は力覚提示を伴う手術支援ロボットを開発中という。 

 ほかに筑波大学発ベンチャーのサイバーダインの「ロボットス

ーツHAL」や日立製作所の施設案内向けの人型ロボット

「EMIEW3」、本田技術研究所の一人用乗り物「パーソナルモビリ

ティーUNI-CUBβ」などの展示とデモンストレーションがあっ

た。 

日立製作所が開発した人型ロボット「EMIEW3」は、対話と身振り

手振りで施設案内などをする。医療機関内での誘導や案内も想定

している。 長倉克枝m3.com編集部 

 

「患者の満足度向上に貢献を」AIで変わる医師の役割とは？ 2018年7月11日 

 6月21日に開催された、日本マイクロソフトと人工知能（AI）開発ベンチャーのプリファー

ド・ネットワークス（東京・千代田）が主催する「ディープラーニングラボ」のイベント

「DLLAB DAY」で開催されたパネルディスカッションでは、放射線科医で東京慈恵会医科大学准

教授の中田典生氏が「患者目線での医療の満足度の向上にAIがいかに貢献するか、考えていく

必要がある」と指摘した。 

「AIは献血と同じような、『社会貢献』」 
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 パネルディスカッション「人工知能が変える医療の現状」は中田氏の講演（『「患者中心医

療」で放射線科医の仕事がなく

なる？』を参照）に続いて行わ

れ、中田氏のほかHoloeyes（東

京・港）CEO兼CTOの谷口直嗣

氏、オンライン診療アプリ

「curon」の開発・運用などを

手掛けるMICIN（東京・千代

田）CTOの巣籠悠輔氏、内視鏡

の画像診断支援プログラムの開

発を手掛けるただともひろ胃腸

科肛門科院長でAIメディカル

サービス（東京・新宿）CEOの

多田智裕氏、画像解析ベンチャ

ーのエルピクセル（東京・文

京）CEOの島原佑基氏が登壇

した。 

 まず、谷口氏の「AIが医療

に実装されたときに、患者や

医師を取り巻く環境はどう変

わるか？」との問いから始ま

った。TEDトークでの講演で

知られるデイブ・デブロンカ

ート氏は患者中心の「e-

patient」という考え方を提唱

している。中田典夫は「英語

では“患者”は三人称だが、e-patientを提唱する人たちは一人称、二人称だという。こうした

視点はすごいことで、患者からの視点で見ていかないといけないというのが、医師としての意見

だ」とした。 

 これに対して巣籠氏は、「curonは医療機関向けだが、実質的には患者が自身の医療情報を活

用できることを目指している。今後、ブロックチェーンなどの情報を整備する技術とAIが一緒

に進むと、われわれひとりひとりの医療への意識が高まるだろう」と話した。 

 多田氏は、医師でAI開発を手掛ける

立場から、「AIはセカンドオピニオン

としてなら可能だが、例えば画像から

「胃がんの確率は95％」といった結果

が出てもあくまでも確率。AIから患者

に直接結果を出すのではなく、説明す

る医師の役割が必要だ」と話した。 

 島原氏は、医療画像診断支援AIの開

発を進める中で、「AIは献血と同じよ

うな、『社会貢献』だと思うことがあ

る」と気が付いたという。AIの開発に

は、大量の医療データが必要だが、現状は医療機関で保有され多くは活用されていない。一方
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で、患者が自身の検査などの医療データを所有できるようにするといった流れが世界的にある。

島原氏は、「医療データは医療機関にあるままだと利活用されないが、これをAI開発に使える

と巡り巡って患者自身の利益にもなる。患者が進んで医療データを提供するというのが新しいト

レンドになっていくのではないか」と話した。 

患者の満足度の高い医療にAIが貢献 

 続いて谷口氏から、ディープラーニ

ングを医療で活用するためには、医師

と開発者が同時に進めていく必要があ

るが、どのように連携していけばよい

かという問題提起があった。 

 これに対して医師サイドから中田氏

が「医師はテクノロジーに苦手な人が

多いが、工学部の研究者など詳しい人

に解説してもらうといい。実際、放射

線科ではそうした活動が進んでいる」

と話した。一方、開発者として巣籠氏

は「最近は医師でディープラーニング

を勉強している方が非常に増えていて、アドバイスを求められることがある。そうした方を中心

に広まっていくといいと思う。ただ、『AI』という言葉がバズワードになっていて、誤解が広ま

っているのでそこは正していきたい」と話した。 

 島原氏は「ドイツの病院と提携をしている。医療画像やAIは国境がない。最初からグローバ

ルに開発を進めていくのが効率的だが、ベンチャー企業は機動力があるのでそのハブとして動い

ていけると考えている」として、国際連携を提案した。 

 医療分野でAIが進むことで新たなビジネスや職種が生まれると期待される。人材について中

田氏は自身の経験も踏まえ「どの領域でもデータサイエンティストやディープラーニングの開発

者が足りない。それに加えて教師学習用のデータを作る人も足りない。足りない人だらけで大変

だ」とした。多田氏もAI開発者と教師学習用のデータ作成者の不足に触れたうえで、「医師で

はAIをツールとして使いこなし、そのうえでより高性能な診断をできるようにしていく人が必

要になるだろう。例えば、（診断にかける時間を効率化することで）患者対応に時間をかけてで

きるようになるなど、できることは見えてくる」と話した。 

 AIを使いこなすことについては、島原氏は「カウンセラーのような人が必要になるのではな

いか」と話した。「まず医師がAIを使うようになるが、今後患者が自身のデータをしっかり見

てAIを使っていく時代がくるだろう。そうなったときに、AIの出した結果を解釈し、相談する

人などが必要になる」（島原氏）。 

 最後にAIが医療にもたらす意義について中田氏は「患者が満足する医療にお金を払うという

『バリュー・ベイスド・メディスン』という考え方がある。治ったとしても治療中に職を失った

ら患者の満足度は高くないだろう。こうした患者目線での満足度にAIがいかに貢献するか、考

えていく必要があるだろう」と投げかけた。 

関連記事 

中田氏 

 「AIは画像診断の“第四の技術革新”」 

 画像診断AIの実用化「当初期待より遅れる」 

 「患者中心医療」で放射線科医の仕事がなくなる？ 

巣籠氏 
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 アジアで注目される「30歳未満」にAI医療ベンチャーの巣籠氏ら 

 画像診断支援AIは「やればできる」―情報医療CTO巣籠悠輔氏に聞く（１） 

 ディープラーニングで医療の課題解決へ―情報医療CTO巣籠悠輔氏に聞く（２） 

谷口氏 

 VRをヘルスケア領域のメインストリームに ーHoloeyesCEO谷口氏が語る、デジタルヘルスの潮

流［前編］ 

 新しいテクノロジーを社会にどう根付かせるか ーHoloeyesCEO谷口氏が語る、デジタルヘルス

の潮流［後編］ 

島原氏 

 AI利用は当たり前、既存ワークフローにどう組み込むか―エルピクセルCEO島原氏が見る、医

療AIの世界の潮流・前編 

 医療AI利用は今後2～3年で拡大―エルピクセルCEO島原氏が見る、医療AIの世界の潮流・後

編 

 機械学習で医療画像を解析―エルピクセル代表取締役CEO・島原佑基氏 

 「AIは画像診断の“第四の技術革新”」 

多田氏 

 内視鏡画像から胃がん検出、感度98％、がん研有明と医療ベンチャー 

 専門医に匹敵する、AI内視鏡画像診断支援システムを開発―多田智裕・ただともひろ胃腸科肛

門科院長に聞く・前編 

 内視鏡検査中にAIががんを指摘―多田智裕・ただともひろ胃腸科肛門科院長に聞く・後編 

 内視鏡画像診断支援AI開発で起業―ただともひろ胃腸科肛門科院長・多田智裕氏 

 内視鏡画像から上部消化管の部位を特定、97.4%の正答率 

 

コーヒーによる寿命の延長効果は1日何杯まで？ HealthDay News 2018/07/24 

 コーヒーにはさまざまな健康効果が報告されているが、1日に何杯飲

むべきなのかという問いに、いまだ答えは得られていない。今回、新

たな研究で、コーヒーの摂取量が多い人は早期死亡リスクが低下し、

この効果は1日8杯以上のコーヒーを飲む人でも認められることが分

かった。また、こうしたコーヒー摂取による寿命の延長効果は、カフ

ェインの有無にかかわらず認められたという。詳細は「JAMA Internal 

Medicine」7月2日オンライン版に掲載された。対象者78％にはコーヒーを飲む習慣があった。

10年以上の追跡期間中に1万4,225人が死亡した。解析の結果、コーヒーの摂取量が多いと全

死亡リスクは低下することが分かった。コーヒーを全く飲まない人に比べて、1日8杯以上飲む

人は、追跡期間中に死亡するリスクが14％低く、1日6～7杯飲む人はリスクが16％低かった。

一方で、1日1杯以下の人では全死亡リスクの低下は6～8％にとどまっていた。 

  

肺がん見落とし、女性死亡 杉並区のクリニック 2018年7月17日 共同通信社 

 東京都杉並区高円寺南の河北健診クリニックが、胸部エックス線検査を受けた４０代女性患者

の異常を見落とし、女性が今年６月に肺がんで死亡していたことが１７日、分かった。 

 杉並区によると、女性はこれまで複数回、同クリニックの成人健診を受診。２０１４年と１５

年に受けた職場の健診では、胸部エックス線検査で腫瘤（しゅりゅう）影があるにもかかわら

ず、異常なしと診断された。さらに、今年１月に受けた区の肺がん検診でも異常なしの判定だっ

た。 
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 女性が今年４月に呼吸困難で他の病院に救急搬送され、胸部エックス線検査などを受けた際、

異常が指摘され、過去の見落としが分かった。その後、脳梗塞や肺がんと診断されて治療を続け

たが、６月に亡くなった。 

 問題判明後、杉並区は区肺がん検診で撮影した胸部エックス線画像の再調査をクリニック側に

依頼したところ、１４年９月以降の約９千件のうち、４４件で「要精密検査」となった。 

 杉並区の田中良（たなか・りょう）区長は「区の肺がん検診においてあってはならない事故が

発生し、大変残念で言葉もない。区民の皆さまに大きな不安を与え、深くおわびする」とのコメ

ントを出した。 

 

処方箋にQRコード検査値 - 国内初、薬物療法を最適化 旭川医科大学病院  

医療ニュース 2017年6月6日 薬事日報 

転記ミスなく薬局にメリット 

 旭川医科大学病院では、今年2月から患者の検査値などの情報を格納したQRコードを院外処

方箋に印字し、薬局での適正使用、副作用の防止・早期発見に役立てている。大きなメリット

は、1枚の処方箋に必要な情報が収まること。同じ「検査値付き処方箋」でも、処方内容の隣に

切り離し可能な余白を設けて検査値を印字する様式では、患者が検査値部分を切り離してしまう

ことがあるが、1枚に収まっていれば薬局に必要な情報が届かないケースは減る。携帯電話など

の端末で読み取れば、素早くデータを取り出せるため、調剤録に記入する手間が省略され、転記

ミスがなくなるなどの利点もある。田崎嘉一薬剤部長は、「安全な処方監査や、的確な服薬指導

につながるだけでなく、検査値の管理も容易に行える」と強調。今後、全国に普及し、「グラフ

で基準値との比較が表示されるアプリが開発されれば、薬局側や患者のメリットもより大きくな

る」と話す。 

 近年、患者の検査値を見ながら用法・用量を変更する薬剤が増えており、処方箋に検査値を表

示する取り組みは、全国の病院で広まりつつあるが、検査値に特化したQRコード化は、国内初

の試みとみられる。 

 一般の検査値付き処方箋は、左半分に処方内容、右半分に検査値の一部を記載し、片側を切り

離せるようにする“二つ折り”の様式が多いが、中には、検査値部分を切り離してしまう患者も

いて、必要な情報が薬局に届かないケースが散見される。 

 検査値だけでなく、身長や体重などの情報も記載されており、薬剤師に提示するのをためらう

患者が少なからずいるためだ。 

 ただ、検査値部分が切り離されてしまうと、患者情報をほとんど把握できないまま、処方監

査、服薬指導を行うことになるため、京都大学病院などのように、処方箋をA5版からA4版に拡

大した上で、処方箋の下部に検査値のデータを記載して1枚で収まるような工夫をしているとこ

ろもある。 

 田崎氏らも、「切り離し不可にした方がメリットは大きい」と考え、A4版への拡大を試みた

ものの、処方箋のサイズ変更は「意外にハードルが高い」ことが判明。限られたスペースに検査

値などの情報を盛り込むにはどうしたらいいか思案していたところ、当時、副薬剤部長だった粟

屋敏雄氏（現市立旭川病院薬剤科長）が、QRコードに検査値情報を格納するアイデアを思いつ

き、1年半前から導入を進めてきた。 

 QRコードは、小スペースの印字で、大容量のデータを納めることができるほか、復元性があ

り、一部に破損・汚れがあっても読み取ることが可能。 

 旭川医大病院の処方箋に印字されているQRコードには、氏名、生年月日などの情報をはじ

め、15項目の検査値を3履歴まで格納している。また、小さいながらもQRコードの横に検査値

を記載している。 
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 検査値付き処方箋を受けた薬局は、調剤録に検査値を書き写したり、コピーして貼り付けたり

しているが、QRコードを端末で読み取って管理できれば大幅な負担軽減につながり、書き写し

のミスもなくなる。 

アプリ開発に期待 

 今後、QRコードに端末をかざすだけで、基準値との比較がグラフで表示されるようなアプリ

が開発されれば、「より安全な処方監査、的確な服薬指導につながり、検査値の管理も容易にな

る。かかりつけ薬剤師・薬局として、患者の検査値が適切に管理できるようになるメリットは大

きい」と強調する。 

 ただ、全国の病院にシステムが普及していかないと、アプリ開発のインセンティブは働きにく

い。現在、粟屋氏の市立旭川病院が導入に向けた準備を進めているところだが、田崎氏は、「医

療安全と薬局の負担軽減にも資することなので、オーダリングシステム更新などの機会に、他の

病院にもQRコード付き処方箋を採用してもらうよう働きかけていきたい」と話す 

 

医師が肺結核、患者検査へ 日本医科大病院 

その他 2018年7月20日 (金)配信共同通信社 

 日本医科大病院（東京都）は１９日、耳鼻咽喉科・頭頸（とうけい）部外科の医師が肺結核を

発症したと発表した。院内感染は確認されていないが、医師が受け持っていた患者ら約３８０人

への検査を進める。 

 医師は９日に「６月ごろから夜間のせきがひどくなっている」と言って病院で検査を受け、翌

日に陽性反応が出た。１１日に他の病院に入院。発症した経緯は分かっていない。診療時はマス

クを着用していたという。 

 同じ診療科の医師や看護師ら７５人に胸部エックス線検査を行ったが、発症者は確認されてい

ない。今後、接触した時間が長かった患者や免疫が下がっている糖尿病患者にも検査を実施す

る。 

 病院は患者向けに説明会を開き、経緯を伝えるとしており「心配を掛け、おわびする。不安を

取り除けるよう努力する」とコメントしている。 

 

世界のがんの約6％は過体重と糖尿病が原因 HealthDay News 2018/01/05 

 2012年に世界175カ国で発症したがんの5.6％は糖尿病や肥満が原

因であることが、「The Lancet Diabetes & Endocrinology」11月28

日オンライン版に掲載された新たな研究で報告された。論文の筆頭著

者である英インペリアル・カレッジ・ロンドンのJonathan Pearson-

Stuttard氏らは、糖尿病と肥満により高血糖や慢性炎症、ホルモン分

泌の異常が長期にわたって続くとがんの発症につながる可能性がある

と指摘している。 

 

週に1～3杯の少量飲酒に余命延長効果？ HealthDay News 2018/07/12 

 飲酒量はどの程度であれば健康に有益なのか―。この問題を検証し

た最新研究の結果が「PLOS Medicine」6月19日オンライン版に発表さ

れた。この研究では、週に1～3杯程度の少量飲酒者は、全く飲酒しな

い人と比べて長生きする傾向はあるが、ある種のがんに罹患するリス

クは飲酒量がわずかでも上昇する可能性があることが示されたとい

う。 
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ヒトの脳は「脂質＋糖質」を好むようにできている  HealthDay News 2018/07/10 

 ヒトの脳は、本能的に脂質と糖質の組み合わせを好むようにできて

いる可能性のあることが、米イェール大学精神科のDana Small氏らに

よる研究で示唆された。この研究では、脂質と糖質のいずれかを多く

含む食品よりも、ファストフードや加工食品などの両方を含んだ食品

の方が、脳内の報酬系のシグナル伝達を増強することが明らかになっ

たという。これまでの研究で、食欲を司る脳領域に空腹感や満腹感を

伝えるシグナルは、主に腸管から伝達されることが分かっていた。一方、最近の研究では、脂質

を摂取したときと糖質を摂取したときでは、異なるシグナル伝達経路が使われることも示されて

いる。 

 

HbA1cと認知機能低下との関連～縦断研究 ケアネット 2018/02/09 

 HbA1c値および糖尿病の状況と、その後の10年間の認知機能低下に

ついて縦断的に調査したところ、これらの間に有意な関連が認められ

たことを中国科学院のFanfan Zheng氏らが報告した。Diabetologia誌

オンライン版2018年1月25日号に掲載。 

 本研究では、English Longitudinal Study of Ageing（ELSA）の

wave 2（2004～05年）からwave 7（2014～15年）のデータを分析し

た。認知機能をベースライン（wave 2）で評価し、wave 3～7で2年ご

とに再評価した。線形混合モデルを使用して縦断的な関連を評価した。 

 

座り過ぎで死亡リスクが上昇する14の疾患 HealthDay News 2018/07/25 

 普段の生活の中で、座って過ごす時間が1日当たり6時間以上の人では、3時間未満の人と比

べて早期死亡リスクが19％高いことを示した研究結果が「American Journal of pidemiology」

6月26日オンライン版に発表された。米国がん協会（ACS）のAlpa Patel氏らが実施した今回

の研究では、このような死亡リスクの上昇をもたらす14の疾患も明らかになった。 

 

血液検査1回でがん8種を発見、がんの位置も特定 HealthDay News 2018/02/12 

 1回の血液検査で8種類のがんの有無を判定し、がんの位置も特定

できる新たな検査法を米ジョンズ・ホプキンス大学キンメルがんセン

ターのグループが開発した。既にがんと診断された患者約1,000人に

この検査を受けてもらったところ、33～98％の確率でがんを発見で

き、現在は有効なスクリーニング検査法がない5種類のがんも69～

98％と高い確率で発見できることが分かったという。詳細は

「Science」1月18日オンライン版に掲載された。 

 

手術死 ９遺族が群馬大と和解へ 患者参加型委の公開は協議継続 

2018年8月7日 上毛新聞 

 群馬大医学部附属病院（前橋市）で、腹腔鏡や開腹の手術を受けた患者が相次いで死亡した問

題で、被害対策弁護団に委任している９遺族が近く、大学と和解する見通しであることが６日、

関係者への取材で分かった。 

◎改革の進展を評価；遺族側は昨年11月、正式な謝罪や情報開示の強化、病院改革に遺族が関

わることなどを同大に申し入れていた。関係者によると、遺族側は申し入れに沿って改革が進ん

でいることを評価し、和解する方針を固めた。大学は賠償金を支払う。 
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 一連の問題では、旧第１、第２外科で手術後に患者が死亡した50例が検証対象となった。別

の関係者によると、50例のうち補償対象とされた死亡例の約７割で、既に遺族との示談がまと

まっている。９遺族以外にも、現時点で補償協議が続いている遺族がいる。 

 一方、再発防止策の一環として病院が設置した患者参加型医療推進委員会を巡り、遺族代表の

委員２人は６日、委員会の一般公開や議事録全文のホームページ掲載などを求める要望書を病院

に再度提出した。 

 遺族や代理人によると、同様の趣旨の要望書は６月にも提出したが、病院側は「率直な意見交

換が難しくなる」などと慎重な姿勢を示したという。６日の議論でも折り合わず、協議を続ける

ことになった。 

 提出後、県庁で記者会見した遺族の男性（38）＝前橋市＝は「事故調査委員会の報告書では、

病院の閉鎖的な問題が明らかになった。議論を公開することで（この体質から）脱してほしい」

と話した。 

 群馬大病院は「遺族会の皆さまと十分協議をしながら対応したい」とのコメントを出した。 

 

たばこの総損失２兆円超 関連介護費は２６００億 火災による被害も推計 １５年度、厚労

省研究班 

その他 2018年8月8日 (水)配信共同通信社 

 たばこの害による２０１５年度の総損失額は医療費を含めて２兆５００億円に上ることが８

日、厚生労働省研究班の推計で分かった。たばこが原因で病気になり、そのために生じた介護費

用は２６００億円で、火災による損失は９８０億円だったことも判明した。 

 １４年度も直接喫煙や受動喫煙による医療費を算出していたが、１５年度は介護や火災に関す

る費用を加えた。研究班の五十嵐中（いがらし・あたる）・東京大特任准教授は「たばこの損失

は医療費だけでなく、介護など多くの面に影響が及ぶことが改めて分かった」とし、さらなる対

策が必要だとしている。 

 推計は、厚労省の検討会がたばこと病気の因果関係が「十分ある」、もしくは「示唆される」

と判定したがんや脳卒中、心筋梗塞、認知症の治療で生じた医療費を国の統計資料を基に分析。

こうした病気に伴って必要になった介護費用や、たばこが原因で起きた火災の消防費用、吸い殻

の処理などの清掃費用も算出した。 

 最も多かったのは、喫煙者の医療費１兆２６００億円で、損失額の半分以上を占めた。中でも

がんの医療費は５千億円を超えた。受動喫煙が原因の医療費は３３００億円で、多くを占めたの

は脳血管疾患だった。歯の治療費には１千億円かかっていた。 

 介護費用は男性で１７８０億円、女性で８４０億円に上った。原因となった病気別でみると、

認知症が男女合わせて７８０億円と最も多く、次いで脳卒中などの脳血管疾患が約７１５億円と

なった。 

 都道府県別では東京都が２千億円となるなど、人口の多い都市部で金額が膨らむ傾向があっ

た。 

 １４年度は「因果関係が十分」とされる脳卒中やがんなどに絞って推計。喫煙で１兆１７００

億円、受動喫煙で３２００億円だった。 

 ※たばこの健康リスク 

 喫煙者が吸うたばこの煙には、発がん性物質が約７０種類含まれているとされる。厚生労働省

のたばこ白書は、喫煙で引き起こされる病気として肺がんや胃がんなどさまざまながんや脳卒

中、歯周病、慢性閉塞（へいそく）性肺疾患を列挙。また認知症の発症も、喫煙との因果関係が

示唆されるとしている。受動喫煙で周りの人が吸い込む副流煙はニコチンなどの有害物質が主流
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煙の数倍も含まれている。受動喫煙は、乳幼児突然死症候群や子どものぜんそくの原因にもな

る。 

 

「入試汚した」憤る文科省、補助金減額も視野 医療ニュース 2018年8月8日 読売新聞 

 東京医科大は７日、記者会見に先立ち内部調査の結果を文部科学省に報告した。省内からは怒

りの声が聞かれた一方、同省の不祥事を端緒に問題が発覚したことを反省する幹部もいた。 

 林文部科学相は同日夕、報道陣に「大学教育に対する信頼を損なうもので、大変遺憾だ」と述

べた。 

 東京医科大に対し、同省のある女性職員は「入試での女性差別はあり得ない。信頼性の要とな

る入試を汚すのは、大学経営者としてあるまじきこと」と憤った。別の幹部は「今回は文科省の

汚職事件があって分かった話。我々も反省する必要がある」と声を潜めた。 

 文科省では今後、東京医科大へのペナルティーも検討する。同大には昨年度、約２３億円の補

助金が交付されたが、私学助成金の取扱要領では、入試の公正性が害されたり学校経営に関して

役員らが起訴されたりした場合は減額、または不交付とすると定めている。同省は、減額を視野

に日本私立学校振興・共済事業団と協議する方針だ。 

 

医学部入試を全国調査へ 東京医大不正受け文科相  2018年8月8日 共同通信社 

 林芳正文部科学相は７日、東京医科大の内部調査で入試不正が認定されたことを受け、全国の

国公私立大の医学部医学科を対象に、入試が公正に行われているかどうか緊急調査する考えを明

らかにした。省内で報道陣の質問に答えた。 

 調査票を各大学に送付する形で実施するとみられ、質問項目などは今後検討する。林氏は「早

急に実施するよう事務方に指示した」と述べた。 

 今回の問題については「社会の大学教育への信頼を損なうもので大変遺憾だ」と批判。東京医

科大への私学助成減額などのペナルティーを科すかどうかは、大学の内部調査報告書の内容を踏

まえて検討するとした。 

 野田聖子女性活躍担当相も７日、京都市で講演し、医学部がある全国の大学を対象に女性差別

がないか実態調査する考えを示した。「全ての、医学部を持っている方たちに、アンケートなど

で実情を調べないといけない」と述べた。実施の在り方について、文科省とも協議する方針だ。 

 野田氏は「女性医師が病院で勤務するのは問題が生じて困るという思いが医大で共通化してい

るとすれば、極めてゆゆしきことだ」と強調した。 

 

Lancet誌から安全な飲酒量の目安はエタノール週100g以下現在飲酒者コホートの総死亡率を上

昇させない範囲 2018/5/10 ケアネット 大西 淳子 医学ジャーナリスト 

 健康的な飲酒量のガイドラインは、国によって大きくばらついている。総死亡と心血管イベ

ントのリスクを指標に安全なアルコール摂取量を明らかにしようと考えた英Cambridge大学の

Angela W Wood氏らは、総死亡についてはおおよそ100g/週が上限の目安となりそうだが、心血

管イベントについては、明瞭な閾値は見いだせなかったと報告した。詳細はLancet誌2018年4

月14日号に掲載された。 

 

パンデミックに挑む：トピックス   

WHOが新たなステージに入ったと警告コンゴのエボラ流行、人口120万人都市に波及日本への影

響を考えるのは杞憂なのか？ 日経メディカル 2018/5/21 三和護 編集委員 

 WHOは5月17日、エボラウイルス病（エボラ出血熱）が流行しているコンゴ民主共和国で、

都市部でも1人の患者が確認されたと発表。約120万人の都市で感染者が発生したことを受け、
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「コンゴのエボラ流行は、新たなステージに入った」と警告を発した。同国は5月8日、2例の

患者が確認されたため、1976年以来の9回目の患者発生を宣言したばかり。 

 WHOによると、コンゴ民主共和国の北西部に位置する赤道州の都市ムバンダカで、衛生状態が

比較的良好と考えられていたワンダカ地域で新たなエボラウイルス病の患者が1人、確認され

た。この事態を受け、WHOアフリカ地域事務局長を務めるMatshidiso Moeti氏はWHOの発表の

中で「エボラの都市部への波及は非常に懸念される」との認識を示した。WHOはコンゴ保健省な

ど関係機関と協力して、ワンダカ地域での感染状況の把握に取り組んでいる。 

 コンゴでは5月15日時点で、44人のエボラウイルス病の患者が報告されている。うち「感染

確定」は3例で、「感染の疑いが濃厚」は20例、「感染が疑われる」は21例となっている。5

月14日の集計では、41人の患者が確認され20人が死亡している（致死率は48.8％）。 

 今回のコンゴでのエボラウイルス病の発生は、1976年にエボラウイルスが発見されて以来、9

回目となる。 

解説■日本への影響を考えるのは杞憂なのか？ 

 エボラウイルス病は、2014年から2016年にかけて、西アフリカのギニア、リベリア、シエラ

レオネの3カ国を中心に猛威を振るった。スペインや米国でも患者が確認され、日本でも疑い例

が発生するなど、世界中で対応に追われたのは記憶に新しい。 

 このときの一連の流行では、2015年3月18日のWHO発表によると、それまでの累計感染者数

（疑い例含む）は2万4701人で、うち1万194人が死亡した（致死率41.3％）。医療従事者の

感染も多く、ギニア、リベリア、シエラレオネの3カ国累計で852人に達した。死者は492人

で、致死率は57.7％と全体を大幅に上回ったのが特徴だった。 今回のコンゴの流行で直ちに

同様の事態に陥るとは考えにくいが、都市部でも患者が確認されたことで、今後の流行状況を注

視する必要がある。 

 今の時点でエボラ疑い例が受診する可能性を考えるならば、発熱で来院した患者には問診など

で感染国（コンゴ民主共和国）への渡航歴を聞くことは「万が一の対策」となろう。コンゴ民主

共和国でエボラウイルス病が発生していることを、掲示物などで告知するものも合わせて検討し

たいところだ。 

 最も基本的なことだが、エボラウイルス病の病期を知っておくことは欠かせない（図1）。西

アフリカで感染が拡大した当時、国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長の大曲貴

夫氏は、相手を知るという意味で、「エボラ患者の病期の進み方と病期別に見たエボラウイルス

量のイメージを理解しておくことが大切」と話していた。 

 病期は、潜伏期（3～21日間）、発熱期（1～7日）、臓器不全期（8～13日）、回復期（14日

～）という段階を踏む。臓器不全期までは病期が進むにつれウイルス量が増加し、ピークに達し

た頃に死亡する例が多い。なお、感染が可能になるのは発熱期からで、潜伏期間における感染性

はあっても著しく低いと考えられている。 

 国立感染症研究所は、「症状のあるエボラウイルス病患者は感染源となる」との見解を示して

いる。感染源とは体液や排泄物であり、具体的には血液、唾液、便、精液、涙、母乳など。ま

た、吐物も感染源となる。 

 目の前の疑い患者の病期はどの段階なのか、また感染源となる体液や排泄物があるのかが、初

期診療での確認ポイントだ。無論、診療に当たる際には、リスクに応じた個人防護具を用意する

ことが前提となる。『ウイルス性出血熱診療の手引き2017』の中に、「エボラ出血熱に関する

個人防護具 医療従事者に関する個人防護具ガイドライン」が掲載されているので参考になる。

なお、『ウイルス性出血熱診療の手引き2017』は、国立国際医療研究センターのウェブサイト

で公開されている。 
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日医会長選挙で横倉氏が4選キャビネットから外された松原氏が副会長当選の波乱も 

2018/6/25 辰濃 哲郎＝ジャーナリスト 

 2年に1度の日本医師会の役員選挙が2018年6月23日、日本医師会館で開かれ、現職会長の

横倉義武氏が4選を果たした。任期を務めきれば、戦後の日医会長としては、25年間にわたっ

て会長を務めて一時代を築いた武見太郎氏は別格として、羽田春兔氏と坪井栄孝氏の4期8年に

並ぶことになる。 

 副会長および常任理事選挙では、横倉氏の推す候補者リスト（キャビネット）から除外された

松原謙二氏（大阪府）が3期目（1期目は補選）の副会長から当選する波乱はあったものの、そ

の他はキャビネット候補が順当に当選。5人の新顔が常任理事となるフレッシュな布陣となっ

た。 

 この日の役員選挙で横倉氏は、会長候補として出馬した塩見俊次氏（奈良県）を328票対19

票（白票・無効20票）で圧倒して信任を得た。6年前に民主党とのパイプを持つ原中勝征氏を

破って当選して以来、自民党の安倍晋三政権とのパイプを生かして、社会保障費の削減が叫ばれ

る中、診療報酬の改定でも本体部分ではかろうじてプラス改定を勝ち取るなどの手腕が評価され

たとみられる。 

 当選後の記者会見で3期の実績を問われた横倉氏は、かかりつけ医の機能を明らかにした上で

研修プログラムを作成し、毎年1万人近い開業医に受講してもらっていること、地域包括ケアに

おける医療と介護と垣根を低くしたことを挙げた上で、「国民の生活を守っていくことに貢献し

たのではないか。4期目は、それを充実させていきたい」と抱負を述べた。 

 

副会長選では、松原氏が東京都医や愛知県医の支援を受けて当選 

 副会長選は、立候補していた今村定臣氏（長崎県）が選挙前日に辞退して4人で3人の定数を
争う形となった。その結果、キャビネット候補の今村聡氏（東京都）が270票、中川俊男氏（北
海道）が261票を獲得して当選した。しかしキャビネット候補として現職の常任理事で副会長に
鞍替えした松本純一氏（三重県）は174票と伸び悩み、代わりに単独で出馬した松原氏が214票
で当選した。なお白票が176票あった。 
 松原氏が横倉氏のキャビネットから外されたのは、2月中旬に開かれた新専門医制度のシンポ
ジウムで、不用意な発言をしたとして集中砲火を浴びたことが発端だと見られる。その他、松原
⽒の普段の⾔動などにも問題があるとして推薦を外され、⾃⼒で戦うことを余儀なくされた。そ
れでも地元である⼤阪府医師会の強⼒な後押しを受けて、東京都医師会や愛知県医師会などの⼤
票⽥の協⼒を得て当選にこぎつけた。 
 
 松原氏は、記者会見でキャビネットから除外された「しこり」について問われ、「ものの考え
方が完全に違っていて外れたわけではないので、今後も横倉先生を支えていきたい」と否定し
た。同時に横倉氏も「（松原氏には）1点だけ課題があった。そのことでチームに入れなかった
が、反省もしているし、しこりはない」と話した。 
 定数10人の常任理事選は、キャビネット通りに当選が決まった。票の多い順に、城守国斗氏
（京都府）、松本吉郎氏（埼玉県）、羽鳥裕氏（神奈川県）、釜萢敏氏（群馬県）、道永麻里氏
（東京都）、江澤和彦氏（岡山県）、小玉弘之氏（秋田県）、平川俊夫氏（福岡県）、長島公之
氏（栃木県）、石川広己氏（千葉県）。現職ながら若返りを理由にキャビネット入りを果たせな
かった温泉川梅代氏（広島県）が落選した。横倉氏が掲げたキャビネットでは、副会長候補の松
本氏だけが落選の憂き目にあったが、その他は全員当選し盤石の体制を築いたともいえる。 
 
 24日に開かれた代議員会での所信表明で、横倉氏は（1）男女共同参画や人工知能（AI）など
を通じて働き方改革を進めて医師としての責任を果たしていく、（2）平均寿命100歳時代に健
康寿命を延伸させるための健康づくりに関わるべく、かかりつけ医の機能を拡充していく、
（3）健康増進を目的とした政策の結果として医療費が削減される取り組みが必要で、経済、財
政、社会保障を一体的に考えた持続可能な提案をしたい――などと話し、4期目に向けた方向性
を示した。 
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日本医師会役員選挙、横倉会長4選の影で番狂わせ？松原氏が日医副会長に当選したワケ 

2018/7/3 辰濃哲郎 ジャーナリスト ニュース追跡 

2年に1度の日本医師会の役員選挙が2018年6月23日、日本医師会館で開かれ、現職会長の

横倉義武氏が4選を果たした。羽田春兔氏と坪井栄孝氏の4期8年に並ぶ長期政権となるが、

水面下で次期会長選に向けた動きもちらつく。 

 6月23日、横倉氏は塩見俊次氏（奈良県）を328票対19票（白票・無効20票）で圧倒、日

医会長に再任された。6年前に原中勝征氏を破って当選して以来、自民党の安倍晋三政権とのパ

イプを生かして、社会保障費の削減が叫ばれる中、診療報酬の改定でも本体部分ではかろうじて

プラス改定を勝ち取るなどの手腕が評価された。 

 かつて4期8年（1996～2004年）に渡って日医会長を勤めた坪井氏は晩年、「1期目は前執行

部を引き継ぎ、2期目に何をするか模索し、3期目に自分の色が出る。そして4期目は、向かう

ところ敵なしってとこかな」と語った。日医会長として運営に自分の色を出せるのは、3期目以

降らしい。 

 確かに横倉氏が初当選した6年前の所信表明を読み返してみると、なんとも覚束ない。持論で

ある地域医療の重要性を説いてはいるのだが、「地域医療を充実させるには、どうすればいいの

か」と問いながら、答えを出さないまま、「先頭に立って実行していく」と掛け声に終わってい

た。スピーチで何度も問いかけを繰り返すが、具体的な方策は示されていない。 

 だが、6月24日に行われた所信表明演説では6年間、地域医療を担った実績に基づいて、

（1）男女共同参画や人工知能（AI）などを通じて働き方改革を進めて医師としての責任を果た

していく、（2）医療への期待が健康増進から妊娠出産、子育てを含めた生活問題全般へと広が

る中、かかりつけ医機能を拡充していく、（3）健康増進を目的とした政策の結果として医療費

が削減される取り組みが必要で、経済、財政、社会保障を一体的に考えた持続可能な提案をした

い─と、力説。地域の生活全般にかかりつけ医機能を取り込み高齢化社会を乗り切る具体的なビ

ジョンを描いた。 全国の信任を受け、横倉執行部は盤石にも見える。ところが今回の日医役員

選挙では、そんな体制の綻びにつながりかねない事態が起こった。 

 6月3日、横倉陣営の選挙対策本部事務所開きのパーティーで、4選を目指す横倉氏が推す役

員候補（キャビネット）が公表された。現職副会長3人のうち、中川俊男、今村聡両氏の名はあ

ったが、大阪府医で現職の松原謙二氏の名がなく、代わりに現職常任理事の松本純一氏が入って

いた。 

 松原氏は横倉氏が初当選した6年前の役員選挙で、現職会長だった原中勝征氏を支持していた

大阪府医師会の幹部を説得して横倉支持へと寝返らせた、横倉氏にとってはいわば恩人だ。その

彼が、キャビネットから外された直接の原因は、あるシンポジウムでのスピーチだった。戦時

中、短い教育期間を経て国内や戦地へ派遣され、戦後も医療に携わった医学専門学校出身の医師

について、「何科も診られない医師を作ってしまった」と揶揄したのだ。この発言に批判が集ま

ったのは、「松原嫌い」が医師会内に浸透していたからでもある。 

 だが、松原氏は単独での立候補を決意し、東京都や愛知県の各医師会などへ協力を求めた。東

京の尾崎治夫会長は次期日医会長の呼び声が高い。愛知の柵木充明会長は日医代議員会の議長候

補として、現職の久野梧郎氏と争っていた（結果は柵木氏が当選）。尾崎氏や柵木氏にとって、

自身の選挙のためには、大阪の33票は魅力的だったはずだ。 

 大都市の票をまとめても、松原氏が当選ラインに届くかどうか微妙だった。だが、今村氏

（270票）、中川氏（261票）に次いで当選したのは、横倉氏の推す松本氏（174票）ではなく

松原氏（214票）だった。また、白票は全体の16％にあたる176票に達した。 

 実は選挙の直前から、副会長選挙で、白票を投じる陣営があるとの噂が流れていた。副会長選
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挙は、定員の3人を同じ用紙で選ぶ。松原氏を支持する勢力がその投票用紙で松原氏1人にだけ

投票すれば、2票の白票となる。票差を縮めることにつながり、当選の可能性が高まるというわ

けだ。 

 次期会長選に向けて渦巻き始めた思惑が、安定感を増す横倉執行部の舵取りに影響を及ぼすと

なれば、日医にとって大打撃となる可能性もありそうだ。 

 

コーヒーは予想以上に代謝に影響する HealthDay News 2018/04/04 

 コーヒーは健康にさまざまなベネフィットをもたらすことが知られ

ているが、毎日摂取するとこれまで考えられていた以上に代謝に影響

を及ぼす可能性のあることが小規模な研究で示された。研究の詳細は

「Journal of Internal Medicine」3月15日オンライン版に掲載。 

 これまで多くの研究で、コーヒーを摂取するとパーキンソン病や糖

尿病、多発性硬化症、一部のがんなど多くの疾患の発症リスクが低減

する可能性が示されている。 

 

2型DMの死亡率、SGLT2 vs.GLP-1 vs.DPP-4／JAMA ケアネット2018/05/02 

 2型糖尿病患者において、SGLT2阻害薬またはGLP-1受容体作動薬の使用

は、DPP-4阻害薬使用、プラセボ、未治療と比べて、死亡率が有意に低い

ことが示された。また、DPP-4阻害薬の使用は、プラセボ、未治療より

も、死亡率は低下しないことも示された。JAMA誌2018年4月17日号で発

表された。2型糖尿病治療について、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬、

DPP-4阻害薬を比較した臨床的な有効性は明らかになっていなかった。 

 

朝型の人と夜型の人、どちらが長生きする？ HealthDay News 2018/05/04 

 早寝早起きが苦にならない朝型の人と比べ、宵っ張りで朝寝坊の夜型の

人は短命に終わる可能性が高いことを示唆する研究結果が

「Chronobiology International」4月11日オンライン版に発表された。

クロノタイプ（日中の活動や睡眠のリズムの傾向）が夜型の人では、朝型

の人と比べて早期死亡リスクが10％高いことが分かったという。 

 

日本人高齢者の歩数と死亡率 ケアネット 2018/05/08 

 これまでの研究では、高齢者の日常的な歩行活動の評価はアンケートに基づいている。今回、

愛媛大学の山本 直史氏らは、客観的に歩行活動を評価する手段として歩数計を用いて、歩数と

全死因死亡率の関連を検討した。その結果、1日平均歩数が多いと全死因死亡率が低いことが示

唆された。BMC public health誌2018年4月23日号に掲載。 

 

「座り過ぎ」は心臓だけでなく脳にも悪影響 HealthDay News 

2018/05/24 

 椅子やソファに長く座り過ぎると心臓だけでなく脳にも悪影響を及

ぼすらしい－。「座った姿勢で長時間過ごす人」は、新たな記憶の形

成に重要な脳領域の皮質が薄いことが分かった。研究行った米カリフ

ォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）セメル神経科学・ヒト行動研究

所のPrabha Siddarth氏らは、こうした脳領域の皮質の菲薄化には、座りがちな生活による運動
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不足ではなく、座ること自体が関連しているのではないかと指摘している。 

 

握力が5kg低いと全死亡リスクが2割高い／BMJ ケアネット 2018/05/21 

 握力と健康アウトカムの関連が指摘されている。英国・グラスゴー

大学のCarlos A. Celis-Morales氏らは、UK Biobankのデータを解析

し、握力は全死因死亡のほか、心血管疾患、呼吸器疾患、慢性閉塞性

肺疾患（COPD）、がんの発生やこれらの疾患による死亡と関連し、従

来の診察室ベースのリスク因子に加えると、死亡や心血管疾患の予測

能を改善することを明らかにした。研究の成果は、BMJ誌2018年5月

8日号に掲載された。筋機能が低下するほど、死亡率や罹患率が増加す

ることが多くの研究で示されている。また、低い握力は不良な健康アウトカムの範囲の拡大と関

連し、年齢や性別に握力測定を加えると、死亡の予測能が強化されることが報告されている。 

 

高齢者糖尿病の治療で避けたい治療薬 ケアネット 2018/06/07 

 2018年5月24日より3日間開催された第61回日本糖尿病学会年次

学術集会（学会長：宇都宮 一典）にて「高齢者糖尿病の病態と診療の

ポイント」をテーマに、井藤 英喜氏（東京都健康長寿医療センター 理

事長）が教育講演を行った。 

 は教育講演の概要。全糖尿病患者の約80％が60歳以上という現実。

わが国の高齢者人口は、全人口の27％を超え、これに伴い60歳以上の

糖尿病患者が全糖尿病患者の約80％を占める状況となった。こうした

状況を受け、高齢糖尿病患者特有の症状や病態を考慮に入れ、欧米のガイドラインなどを参考

に、日本糖尿病学会と日本老年医学会の合同委員会により作成された『高齢者糖尿病診療ガイド

ライン 2017』（南江堂）、『高齢者糖尿病治療ガイド2018』（文光堂）が発行された。ガイド

ラインでは、高齢者糖尿病を認知機能やADLなどの条件で3つのカテゴリーに分け、血糖コント

ロール目標値をカテゴリー別に7.0～8.5％未満に設定するとともに、重症低血糖が危惧される

糖尿病薬を使用している場合は目標値に下限値を設けるなどの指針を示すものとなっている。 

 

質の高い食事が脳を大きくする？ HealthDay News 2018/06/12 

 脳機能を明敏に保つためには食事内容を見直すのが良いようだ。 

オランダの研究で、野菜、果物、ナッツ類、魚が豊富な食事を取っていた人は、栄養が不十分

な食事を取っていた人に比べて脳のサイズが大きいことが明らかにされた。研究の責任著者で、

エラスムス大学メディカルセンター（オランダ）教授のMeike Vernooij氏は、「健康的な食事

を続けることは、高齢者が思考力や記憶力といった認知機能を維持し増強するために有用な可能

性がある」と述べている。この研究結果は「Neurology」5月16日オンライン版に掲載された。 

 

全粒穀物食は内臓脂肪を減少させる ケアネット 2018/06/11 

 全粒穀物食を取り入れることによって内臓脂肪が減少することが、株

式会社日清製粉グループ本社の菊池 洋介氏らの研究によって明らかにな

った。Plant Foods for Human Nutrition誌2018年4月18日号 

 メタボリックシンドロームが心血管疾患のリスク因子であることは、

国内でも広く知られている。疫学調査により全粒穀物の摂取量とメタボ

リックシンドローム該当者の数に逆相関が認められる報告は知られてい

るが、食事介入試験による全粒穀物食のメタボリックシンドロームへの
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影響に関する研究は乏しい。そこで、本研究では、BMIが23kg/m
2
以上の日本人50例を対象に、

全粒穀物あるいは精製穀物による食事介入試験が実施された。 

 

エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン」5年ぶりの改訂 ケアネット 2018/06/15 

非専門医の活用目指し全面改訂 日本腎臓学会は6月、5年ぶりの改訂

となる「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018」を発行した。

今回は専門医だけではなく、かかりつけ医や非専門医の利用を想定して

制作されており、全面改訂する際に「CKD診療ガイド2012」と「エビデ

ンスに基づくCKD診療ガイドライン2013」を一元化させている。前回同

様、全章がクリニカルクエスチョン（CQ）形式の構成。主な改訂ポイン

トとして“STOP-DKD宣言”で注目を集めた、糖尿病性腎臓病（DKD）が

章立てられているほか、高血圧・心血管疾患（CVD）、高齢者CKDについても詳しく取り上げら

れている。 

 

高血圧・高脂血症の治療は認知症を予防するか  ケアネット 

2018/06/29 

 アルツハイマー病（AD）と血管リスク因子（VRF）の関連について疫

学的エビデンスはあるが、VRFの治療が認知症やADの発症率を低下さ

せるのか不明である。今回、スウェーデン・カロリンスカ研究所の

Susanna C. Larsson氏らが、認知症およびADの発症におけるVRFの

治療の影響について系統的レビューとメタ分析で検討した結果、降圧

薬とスタチンが認知症やADの発症率を低下させる可能性が示唆された。Journal of 

Alzheimer's disease誌オンライン版2018年6月9日号に掲載。 

 

ガムを噛みながら歩くと運動効果がより高まる？－心拍数やエネルギー消費量が増加  

HealthDay News 2018/07/02 

 ウオーキングの運動効果を高めるには、ガムを噛むとよいかもしれな

い－。ガムを噛みながら歩くと、噛まなかった場合と比べて心拍数が増

え、エネルギー消費量が増加する可能性があることが、早稲田大学スポ

ーツ科学学術院准教授の宮下政司氏と濱田有香氏らの研究グループと株

式会社ロッテの共同研究で分かった。特に40歳以上の男性で高い運動効

果が得られたという。 

 

日本人2型糖尿病患者は、夕食に費やす時間が短く、夕食時刻が遅いほど血糖値が高い 

2017年6月14日 第77回 米国糖尿病学会 2017年6月9日～13日 

 食習慣は肥満、脂質異常症、糖尿病などの代謝性疾患と密接に関係しているが、食習慣を朝

食、昼食、夕食に分けて血糖値に及ぼす影響を検討した報告はない。今回、愛媛大学大学院医学

系研究科医学専攻 消化器・内分泌・代謝内科学の吉田氏らは、愛媛県の6医療施設で自己記入

式質問表による調査を受けた日本人2型糖尿病患者1,151例を対象に、食習慣と血糖値の関係を

検討した。朝食または昼食に費やす時間とHbA1cとの有意な関係は認められなかったが、夕食に

費やす時間が短いとHbA1cは高かった（p=0.0171、one-way ANOVA）。 

食事のペースが速い人ほど2型糖尿病のリスクが高く、開始時刻が遅いほどHbA1cが高いことが

明らかとなった（p=0.0181、one-way ANOVA）。（以下 詳細 下記サイト参照） 


