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エグゼクティブサマリー 

 日本を含む多くの先進国においては、政府支出に占める医療費の割合が年々増加傾向にあり、医

療費抑制ニーズは高まる一方である。各国の平均寿命が依然として延伸傾向にあることを考える

と、医療業界全体での医療費削減プレッシャーは今後も継続するであろう。 

 斯様な状況下で、Payer（政府や保険会社などの医療保険提供者）が中心となって、これまで聖

域であった医療の世界にも経済合理性のメスが入れられようとしている。具体的には、治療コスト

とその効果を比較する医療技術評価（HTA）の導入が各国で進んでおり、日本でも薬価算定時に奏

効率を参照する制度が試行的に導入されるなど、薬価制度の見直しが再三検討されている。一方

で、創薬～新薬上市の成功確率は 3万分の 1といわれるほど難易度が高まってきており、また、核

酸医薬品や抗体医薬品、再生医療等、新規モダリティの開発に必要な薬剤開発投資金額は近年急激

に増加傾向にある。 

では今後、製薬企業含む医療プロバイダは「医療の質の向上」と「医療コストの抑制」の二律背

反をいかにして克服すべきだろうか。ひとつの方向性が「予防領域への展開」である。従来の「臨

床アウトカム（有効率、奏効率等）」向上をターゲットとした治療のみならず、「経済アウトカム

（費用対効果）」と「患者アウトカム（QOL、ADL、治療満足度等）」を包含する「ヘルスアウト

カム」全体の向上に貢献することが求められるこれからの医療において、「予防」アプローチが重

要性を増してくる。もっとも、ペイシェントジャーニーにおける「予防」アプローチ自体は以前か

ら存在した。例えば、慢性疾患の代表格である高脂血症の治療薬であるスタチン系の薬剤は、高脂

血症がもたらす二次的な疾患である心筋梗塞や脳血管障害等の発症リスクを低下させることから、

世界で最も服用者の多い医薬品のひとつである。一方で、これからの予防医療が従来のそれと大き

く異なるのは、その対象が「慢性疾患患者」だけでなく、「健康な個人」にまで拡大されている点

である（図 1）。 

こうした「健康な個人」を対象とした予防医療を可能とする大きな要因の一つが、デジタル技術

の革新である。例えば、モバイルヘルスデバイスの普及は、これまで収集することが困難であった

個人のバイタルデータへの常時アクセスを可能にする。高品質なデータをリアルタイムで大量に収

集することができれば、これまでブラックボックス化されていた「健康な個人」が「患者予備軍」

へと遷移するプロセスの解明も進むであろう。また、遠隔診療や AIによる診断補助が、地理的あ

るいは人的制約を取り除き、医療提供の垣根は格段に低くなる。今後、様々なデジタル技術が、潜

在的な患者の早期発見に大きく貢献するだろう。加えて、デジタル技術の革新により、患者側に大

量のデータが蓄積し、医師と患者間のパワーバランスが大きく変化するであろう。その結果、これ

までの医療機関を中心としたマス対象の医療から、「患者中心の個別化医療」へとパラダイムシフ

トが加速すると考えられる。 

予防医療を事業化（マネタイズ）するためには、「サイエンス起点でのアプローチ」と「エンゲ

ージメントを高めるアプローチ」の双方が必要である。人間は、病気に罹って初めて健康のありが

たさ、予防行動の大切さを実感する生き物である。予防医療ビジネスがマネタイズに至らない大き

な理由のひとつが、健康な個人にとって、疾患に対する予防行動をとることのメリットがいまひと

つ見えにくく、対価の支払いに至らない点にある。「健康な個人」を予防行動に向かわせるインセ

ンティブをいかに設計し「エンゲージメント」を高める仕組みを設計できるどうかが、マネタイズ

に向けた鍵となると言えよう。 

本稿では、具体的な事例を交えながら、既存のヘルスケア・プレーヤーの予防医療ビジネス展開

および異業者からの新規参入の切り口をご紹介する。 
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1. 医療における「予防」の重要性の高まり 

1.1 先進国の財政を圧迫する医療費負担 

経済発展に伴い、我々の平均寿命は延伸の一途を辿っている。WHOによれば、世界の平均

寿命は 2000年から 2016年の間に 5.5歳向上しており、この増加スピードは 1960年以来、

最速である。それと同時に、医療費負担も増加の一途を辿っている。高齢化の影響により、

多くの先進国において GDPに占める医療費支出は 10%前後にまで上っている。高齢化に加

え、医学の進歩も医療費増加の一因となっている。歴史上、長らく不治の病とされてきた白

血病や脊髄損傷などに対する効果が期待されている細胞治療をはじめ、新規治療モダリティ

が多数創出されているが、こうした治療法は一般に従来の低分子医薬品による治療に比べ非

常に高価である。 

この影響を最も受けるのが政府や保険会社など、公的保険や民間医療保険の担い手である

payerである。多くの先進国では、payerによる医療費の負担率が既に 80%以上であり、か

つ今後も負担率の上昇が見込まれるため、医療費抑制の圧力が高まりつつある。各国におい

て薬価算定における医療技術評価（HTA）の導入が進み費用対効果が厳密に評価されるよう

になってきており、例えば、費用対効果の低い医薬品に対しては、保険収載時や償還価格の

見直し時に薬価が引き下げられたり、保険償還可能なリストから除外されたりする方向にあ

る。 

斯様な状況を受け、製薬企業の中には、ビジネスモデルを変革するプレーヤーも現れてきて

いる。例えば、Novartisの CAR-T細胞療法治療薬であるキムリアは従来の癌治療薬に比べ

て患者への負担が少ないうえ、臨床試験においても十分な薬効が認められている画期的な新

薬である。一方で、患者自身の自家細胞を改変し作成するため、1回あたりの治療費が 47万

5,000ドル（約 5,300万円）という極めて高価な薬剤であることが普及の障壁であった（米

国の場合）。Novartisは薬価の正当性を担保すべく、治療 1ヶ月後に薬効を評価し、効果が

認められた場合のみ治療費を請求するという、成功報酬型でこの薬を提供している。こうし

たプライシングモデルは今後、高価格・高付加価値な製品開発を志向する製薬メーカーや医

療機器メーカーを中心に広まっていくと考えられる。 

1.2 ペイシェントジャーニーに積極的に介入する payerビジネスモデルの登場 

従来 payerは医療行為に積極的に関与することはなかったが、患者（もしくは健康な個人）

のペイシェントジャーニー（予防～診断～治療～予後）に積極的に介入するビジネスモデル

を展開するプレーヤーが登場し始めている。ここでは、保険会社であると同時に病院経営も

行う米国最大規模の医療グループ、Kaiser Permanenteの事例を紹介したい。同グループで

は、自社の保険加入者を疾患リスク毎に層別化し、リスクの高い加入者に対しては定期的な

検診を促すことで疾患を早期に発見するとともに、服薬指導を徹底することで発症率の低下

に努めている。Kaiser Permanenteは、保険加入者のペイシェントジャーニーに積極的に介

入することで罹患率を下げ、支払い保険金を削減し会社としての直接的な利益増につなげて

いる。 

ペイシェントジャーニーにおける「予防」の潜在的ニーズ自体はこれまでにも存在した。し

かし、最近の動きで最も顕著なのが、予防対象が慢性疾患患者等に対する二次的な罹患の予

防だけでなく、「健康な個人」に対する罹患の予防も含まれる点である（図 1）。こうした

予防対象の拡大を可能にした大きなドライバーの一つがデジタル技術である。次章では、デ

ジタル技術によって予防領域が拡大した背景や、今後の進化の方向性に関して考察する。 



5  ROLAND BERGER STUDY / LIFE SCIENCE JAPAN 

   

 

図 1: 予防医療の裾野の拡がり 

 

Source: Roland Berger 

 

 

図 2：疾患リスク毎の層別化と受診介入のベストプラクティス（例：Kaiser Permanente） 

 

Source: Kaiser Permanente, Roland Berger 

 

大腸がんの定期健診

> 50歳以上の被保険者に遺伝子診断を実施
> がんリスクの高いグループに対して、定期検診を促進
> 複数のオプションを用意し、各人にとって受診しやすい
ものを選択してもらう

オプションA
自宅での検便/ 1年

オプションB
S状結腸鏡検査/ 5年

オプションC
大腸内視鏡検査/ 10年

早期発見により、医療費の削減に成功

> 受診を促す通知を定期的に送付し、通常に
比べ$160/人の医療費削減に成功

> 人種/民族間に相違は見られず、いずれの
グループに対しても高い効果が得られた

結果、 Kaier Permanenteは全ての州で検診率
最大シェアを獲得
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2. デジタル技術が牽引する「予防医療ビジネス」 

2.1 更なる進化が見込まれるデジタルヘルス 

昨今、センサーや通信機器等、ハード側の低価格化・高性能化に伴い、我々の日常生活中の

あらゆるモノがネットに接続されるようになった。また、ソフト側でもバズワードと化して

いた AIなどに対する過剰な期待がようやく沈静化しつつあり、実用化に向けて生産的な議

論が進行していると言えよう。様々な要素技術の発達により、患者の治療プロセスにおいて

水平・垂直方向にヒトやモノを「つなぐ」ことが本質的な価値であるデジタル化がヘルスケ

ア業界に与える影響は今後も大きいとみられる。なかでも、患者が大量のバイタルデータを

蓄積することで、医師と患者のパワーバランスが逆転すること考えられる。患者の獲得に向

け、医療プロバイダは従来の医療機関中心のサービス提供から、患者中心の個別化されたサ

ービスへとビジネスモデルの転換を強いられるであろう（図 3）。 

弊社『視点』132号で取り上げたように、ヘルスケア業界における至上命題は「医療の質を

上げる」「医療費を抑制する」「誰もが医療を受けられる」の 3点であり、これら命題の達

成に対してデジタル化技術が果たす貢献ポテンシャルは非常に大きい。 

 

 

図 3：デジタル技術革新が引き起こす医療のパラダイムシフト 

 

Source: Roland Berger 
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2.2 予防領域におけるデジタル技術の重要性 

 

一部の感染症（インフルエンザ等）を除いて、これまで、予防活動は疾患リスクの高い人

や、慢性疾患患者を対象に提供されてきた。対象者は定期的に病院に通院し、備え付けの医

療機器で心拍数や血中成分を測定し、数日後に得られる検査結果をもとに医師の診断と治療

方針を仰ぐ必要があった。デジタル技術の革新により、これまで医師がアクセスすることが

困難であったバイタルデータが容易に手に入るようになりつつある。デバイスとソフトウェ

アの日進月歩の技術進歩により、近い将来、心拍パターンや脳波、血液中の成分、ホルモン

バランス等を医療機関内だけでなく日常生活中でもリアルタイムに取得可能となることで、

より微細な生理変化も検知できるようになるだろう。 

「健康な個人」がバイタルデータを取得するためのウェアラブルデバイスを日常的に装着す

る未来はそう遠くない。既に、apple社の apple watch（series 4以降）には、心拍数を測定

する機能が付与されており、心房細動の早期検知アラートを受けることが可能である。同社

は医療エビデンスの確立に向け、Johnson & Johnsonとともに大規模実験を開始している。

他にも、ドイツの Carl Zeissは、自宅のパソコンを介して緑内障の兆候となりうるコントラ

スト感度を評価するシステムの開発に成功し、オンラインの視力検査サービスを提供してい

る。課題であった検査精度についても、パソコンのモニターの解像度に左右されないソフト

ウェアを開発することにより、精度の高い検査サービスを実現している。このようなリモー

ト技術の発達により、医者の人員不足や地理的な不便さといったこれまで検査行動の妨げに

なっていたハードルが解消され、早期診断・早期予防がより身近なものとなるだろう。 

自覚症状のない「健康な個人」に対しても予防活動を促すことができるという点において、

予防領域におけるデジタル技術の貢献は多大である。「個人が日常的にバイタルデータを取

得・分析し、疾患に備える」という行動が社会に広く浸透していくという方向性については

疑うまでもないといえよう。 

 

2.3 利用者の心理的・体力的負担のないテクノロジーの必要性 

予防領域において特に求められるデジタル技術面の要件は何であろうか。前述のように、本

領域の成長は、予防活動が「（疾患に対する意識の低い）健康な個人」にまでどれだけ浸透

するかに大きくよる。高い予防効果を発揮できるデバイスやソフトウェアがあったとして

も、継続的に利用されなければ分析に耐えるデータを蓄積することはできない。そのため、

予防行動の普及の鍵は、継続して利用するための心理的・肉体的負担をできる限り排除でき

る技術を用いることであろう。 

簡易血糖測定デバイスを例にとって考えてみる。これまで主流だったのは、SMBG（Self-

Monitoring Blood Glucose）と呼ばれる測定手法を用いた機器であった。この機器による正

確な血糖値測定のためは、毎日定刻に穿刺・血液採取を行う必要があり、患者の心理的・肉

体的が大きい。一方で、近年登場した測定手法である FGM（Flash Glucose Monitoring）

は、間質液中の皮下グルコース量を低侵襲かつ継続的に血糖値を自動測定することができ

る。現時点では精度で SMBGに劣り、正確な測定のためには定期的なキャリブレーション

が必要だが、エビデンスも確立されつつあり、今後更なる普及が期待される。重度の糖尿病

患者ならば侵襲性の高いアプローチであっても利用せざるを得ないが、健康な個人を対象と

した予防ビジネスを展開する場合、心理的・肉体的負担を最小限に抑えるための侵襲性の低

いアプローチを取ることが肝要である。 
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3. 予防医療ビジネスのマネタイズに向けて 

ローランド・ベルガーでは、これまでもデジタルヘルスを事業として成立させる上での課題を論じ

てきた（視点 104号「デジタルヘルスの本質を見極める」、視点 132号「デジタルヘルスの事業

化」）。課題は大きく 3点あり、我々は①マネタイズの難しさ②ステークホルダーの多さ③ライフ

サイクルの速さ、が事業化の足枷になっていると考えている。 

先進的なヘルスケア・プレーヤーは、事業化スピードの加速を企図し外部のデジタル・プレーヤー

との協業を推進しており、そうしたプレーヤーは既に前述の課題を克服しつつあるとみられる。 

一方で、実際に一般消費者間で広く普及している予防サービスは多くなく、未だ浸透していないの

が現状である。予防領域でのサービスが健康な個人の行動変容を誘導し、日常生活に深く浸透する

ための鍵は何であろうか。我々は大きく 2点、①サイエンス起点でのアプローチと②エンゲージメ

ント起点でのアプローチが重要と考える。 

3.1 前提としてのサイエンス起点のアプローチ 

医療プロセスの一部である以上、大前提としてサイエンス起点でのアプローチが必須であるこ

とは、予防領域に限った話ではない。加えて、保険償還を受ける場合、予防法の奏功性評価は

一層重要視される。 

病理学的アプローチによる罹患に寄与する諸要素のうち影響が最大のものの見極めや、講じる

予防策が疾患予防に寄与するメカニズムの理解、等は事業化以前のフェーズで完了しているの

が好ましい。また、事業化に向けては、当該予防策の経済合理性／費用対効果に関しても評価

する必要がある。 

加えて、当然のことながら予防策自体の安全面・倫理面には十分に考慮する必要がある。特

に、ゲノム情報の解析や、ゲノム編集等、遺伝子工学分野はまさに日進月歩だが、こうした技

術の導入は特に慎重に行うべきだろう。近年、企業の取組みなどで、社員のゲノム情報を収集

し、健康増進に役立てるという取組みもいくつか見受けられるが、遺伝情報の持つ価値を十分

に理解し、取扱い時の秘匿性を担保するのはもちろんのこと、決して強制でない形での実施が

前提となる。 

3.2 健康な個人の予防行動エンゲージメントを高めるビジネスモデルの構築 

前述のように、現行の予防サービスのうち消費者の生活に浸透しているものはそう多くな

い。その理由としては、予防領域は医療費削減や健康寿命の増進など、非常に大きな価値を

生むポテンシャルを有する一方で、「健康な個人」にとっては魅力に欠けるものが多い点で

ある。健康な個人の行動変容を起こしエンゲージメントを高めるためのインセンティブを上

手く設計することが、予防領域での成否の分水嶺となる。 

では、インセンティブをどのように設計すべきか。ここではアプローチの一つとして、タイ

の保険会社 Muang Thai Lifeが提供する保険商品をご紹介したい（図 4）。同社は、保険加

入者（被保険者）である糖尿病患者に対し、血糖値測定器及び管理用のスマホアプリを配布

している。保険加入者自身が血糖値を測定し、糖尿病マーカー（HbA1c）に改善が見られれ

ば、毎月の保険料が割引される仕組みである。この事例の評価すべき点は、「HbA1cの数値

を改善する」という目標がアプリにより見える化されている点と、値の改善が金銭的なメリ

ットに直結する点である。そのため、被保険者は明確な目標をもって予防行為（この場合、

生活習慣の改善やダイエットなど）に臨むことができるうえ、予防行動のメリットを分かり

やすい形で享受できる。 
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また、医療費の上昇という大きな問題を抱える公共セクターも、予防行動普及への大きな動

機を有する。市民の予防行動へのエンゲージメントを高めるために政府・地方自治体を巻き

込んだビジネスモデルの構築は、企業の予防ビジネスのマネタイズにむけた有効なアプロー

チの一つといえよう。例えば、公的セクターが成熟しているシンガポールでは、公的機関が

主導する疾患予防の取り組みが多く存在する。例えば、肥満や糖尿病予防を目的としたキャ

ンペーンの実施や、個々人に合わせた予防プログラムやリスク評価ツールの提供等が行われ

ている。加えて、シンガポール保健省は罹患の予防に関するスマホアプリも数多く提供して

いる（図 5）。 

 

 

図 4：MTL Better Careの提供する保険商品 

 

Source: MTLBetter Care, Roland Berger 
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図 5シンガポール保健省が提供する予防アプリ 

 

Source: Roland Berger 

 

 

4. おわりに 

本稿では、デジタル技術を活用した予防医療ビジネス展開の可能性についての考察を通じて、サイ

エンスと消費者エンゲージメントの両方のアプローチがマネタイズ成功の鍵であることを論じてき

た。日本には、ライフサイエンスと医療業界に精通した製薬企業／医療機器メーカーも、消費者マ

ーケティングに長けた消費材プレーヤーも、最先端のデジタル技術を有するテックプレーヤーも存

在する。従来の業際を超えた異業種のコラボレーションにより、画期的な予防医療のビジネスモデ

ルを構築することができるのではないか。そのようなビジネスモデルの構築をぜひご支援させてい

ただきたい。 
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執筆協力者 

 

服部 浄児 

プリンシパル   

ライフサイエンス／メドテック 日本リーダーシップ 

+81 3 3587 6347 

joji.hattori@rolandberger.com 

 

一橋大学社会学部卒業後、伊藤忠商事、A.T.カーニーを経てローランド・ベルガーに

参画。東京オフィス勤務の後、上海オフィス、デュッセルドルフオフィス、フランク

フルトオフィスに在籍し、日本企業のグローバル戦略立案と実行を現地で支援。帰国

と同時に武田薬品工業本社にシニアディレクターとして参画、経営企画業務に従事し

た後、ローランド・ベルガー東京オフィスに復職。ライフサイエンス企業を中心に幅

広い業種のクライアントに対し、約 19年間の戦略コンサルティングを提供してきた

経験を有する。 

 

また、戦略コンサルタントとしての活動の傍らで、複数のアカデミア発ベンチャー企

業の顧問を務め、ライフサイエンス／ヘルスケア領域のイノベーション創出を支援し

ている。 

・ネクスジェン株式会社（スタンフォード大学発の再生医療ベンチャー）、 

・株式会社 MaRI（東北大学発のヘルステックベンチャー） 

・株式会社ライフトゥデイ（東北大学発の医療機器開発コンサルティング） 

 

 

田尻 健 

コンサルタント 

京都大学農学部卒、同大学院医学研究科修了後、ローランド・ベルガーに参画。製薬

業界、医療機器業界を中心に、研究戦略、R&D戦略、ビジョン策定等のプロジェクト

経験を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪 雄栄（シンガポールオフィス） 

パートナー ライフサイエンス／メドテック ASEAN リーダーシップ 

京都大学法学部卒業後、ローランド・ベルガーに参画。東京オフィス勤務の後、デュ

ッセルドルフオフィスに在籍し日本企業のグローバル戦略立案と実行を現地で支援。

その後ノバルティス・ファーマに参画、日本向け新製品開発戦略に従事した後、ロー

ランド・ベルガーに復職。ジャカルタオフィスを経てシンガポールオフィスに在籍。

ライフサイエンス企業を中心に幅広い業種のクライアントに対し、約 17年間の戦略

コンサルティングを提供してきた経験を有する 

 

mailto:minoru.fukuda@rolandberger.com
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ローランド・ベルガー既存スタディのご紹介 

 

 

視点134号 

異業種発・日本発の医療機器イノベーションの創り方 

異業種プレーヤーが医療医療機器市場に参入するための切り口、及びイノベ

ーション創出の要諦について考察しています。 

 

 

視点132号 

デジタルヘルスの事業化 

デジタル技術がヘルスケア業界にもたらすインパクト、及びデジタルヘルス

のマネタイズの方向性について考察しています。 

 

 

視点121号 

日本製薬企業の戦略的トランスフォーメーションの進め方 

厳しさと複雑性を増す経営環境で日系中堅新薬系メーカーが生き抜くための

抜本的な戦い方の変革の方向性について考察しています。 

 

視点104号 

デジタルヘルスの本質を見極める 

ヘルスケアビジネスにおいてデジタル技術が果たす役割／もたらす本質的な

価値について考察しています。 
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ローランド・ベルガー ライフサイエンス／メドテック日本のご紹介 
ローランド・ベルガーのライフサイエンス／メドテックチームは、世界各国オフィスに所属する約 50名のパー

トナー、プリンシパルをリーダーとして構成される産業プラクティスです。日本においては、業界出身者（大手

製薬企業・大手医療機器メーカー）、医師免許保有者、アカデミア／研究機関出身者を中心に経験豊富な

コンサルタントからなるコアメンバーが、クライアント企業の戦略立案・実行を力強くサポートしています 

 

ライフサイエンス／メドテック日本 コアメンバー 

服部浄児（プリンシパル）、徳本直樹（プリンシパル）、藤原亮太（プリンシパル）、 

儀間清昭（シニアコンサルタント）、尾﨑 宥文（コンサルタント／医師）、北脇優子（コンサルタント／医師）、

星野悠樹（コンサルタント／医師）、田尻健（コンサルタント）、八木慎太郎（コンサルタント／医師）   

         

 

発行 

株式会社 ローランド・ベルガー 

〒107-6023 

東京都港区赤坂 1-12-32 

アーク森ビル 23階 

Roland Berger Ltd. 

Tel: +81-3-3587-6660 

Fax: +81-3-3587-6670 

Office_Tokyo@rolandberger.com 

 

 

 

 
 

iTunes Store 

www.rbsc.eu/RBKiosk 

 
 

Google Play 

www.rbsc.eu/RBAndroid 

© 2019 Roland Berger GmbH.  

All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

This study has been prepared for general guidance only. The reader should not act on any information 

provided in this study without receiving specific professional advice.. 

 
 

iTunes Store 

www.rbsc.eu/RBKiosk 

 
 

Google Play 

www.rbsc.eu/RBAndroid 

© 2019 Roland Berger GmbH.  

All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

This study has been prepared for general guidance only. The reader should not act on any information 

provided in this study without receiving specific professional advice.  

Roland Berger Strategy Consultants GmbH shall not be liable for any damages 

resulting from the use of information contained in the study. 

mailto:Office_Tokyo@rolandberger.co
http://www.rbsc.eu/RBKiosk
http://www.rbsc.eu/RBAndroid
http://www.rbsc.eu/RBKiosk
http://www.rbsc.eu/RBAndroid


   

 

 

 





   

 

 

 

 

 

~€20,000


