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A. エグゼクティブ・サマリー
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エグゼクティブ・サマリー（1/2）

ウイルスとの共存
が求められる
現代社会

これからの現代社会は常に感染力の高いウイルスが発生することを前提にし、
医療崩壊をおこさない構えと、企業活動を停めない構えを築くことが求められる

> 足許のCOVID-19は、過去のSARSやMERSと比べて非常に高い感染力を有し、グローバルでは
終息の目途がまだついていない状況

> 現代社会は、気候変動や国境をまたいだ移動の増加など、ウイルスの突然変異・感染拡大を引き
起こす要因を多く有しており、今後も同様のアウトブレイクが発生する可能性は否定できない

> 事実、これまでの感染症の歴史を振り返っても、2000年以降、高い頻度でアウトブレイクが発生

COVID-19が
もたらした
新たな流れ

COVID-19の出現により顕在化した、医療崩壊リスクと従業員の罹患による企業の損失
リスクへの対応から、今後のヘルスケア業界は2つのドライバーがトレンドを牽引

> 従来の患者起点に加え、供給者起点での医療負荷の分散

– 先進国であっても、感染力の高いウイルスが出現した場合に、病床／ICUのキャパシティがボトル
ネックとなり医療崩壊を引きおこすリスクが顕在化

– 日本においても、これまでの医療体制に対する信頼・満足が揺らぎ始め、医療リソースを守ること
が何よりも優先される傾向

> 企業による、従業員への健康投資と管理強化

– 従業員が感染症に罹患した場合、企業にとっては感染者一人当たり50万円～300万円の損失
リスクが存在

– 加えて、クラスタ発生の場合の事業継続リスクやレピュテーションリスクもあり、メンタルだけで
なくフィジカル面でも企業が従業員へ健康投資する意義が高まる

Source: Roland Berger
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エグゼクティブ・サマリー（2/2）

進化する
6つのトレンド

ヘルスケア業界に生じる新たな潮流を受け、6つのヘルスケアトレンドが進展していく

法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入

– 従来、マネタイズが難しかった予防サービスのターゲット顧客が個人から法人単位へシフト

– 今後デジタル技術を活用した予防プログラムを開発するスタートアップへ投資が加速

POCT（Point of Care Testing）などの迅速診断による患者の早期リスク層別

– 従来の遺伝子検査に加え、画像解析などのAI技術を活用した疾患の早期特定、重症患者の
スクリーニングが進む

地域単位での医療機関の役割分担と連携促進

– 既存の医療インフラを最大限活用するために、今回の感染症を契機に地域連携医療・超連携
医療の実現に向けた検討が加速化

慢性疾患領域を中心にオンライン診療が浸透

– 医療リソースを逼迫させない一つの手段として、慢性疾患の予後ケアのオンライン化が進む

– デジタル技術の活用により、重症化・合併症の防止を主軸としたケアモデルへと進化

ITを活用した患者の予後トレース・モニタリング

– 感染症においては、二次感染を予防するための行動履歴管理、慢性疾患においては患者の
経過観察を目的に、官民主導で患者データの収集が進む

RWD（リアルワールドデータ）を保有するプラットフォーマーの出現

– 上記トレンドの進展に伴い、あらゆる場面で患者データが取得できるように

– 患者データを収集するプラットフォーマーの存在感が増し、ヘルスケアビジネスの中心に

1

2

3

4

5

6

Source: Roland Berger
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B. ウイルスとの共存が

求められる現代社会
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これまで人類は様々なウイルスに遭遇してきたが、近年では高頻度で
新たな感染症が発生

主な感染症との闘いの歴史

Source: CDC, 国立感染症研究所,内閣官房, 各種二次情報, Roland Berger

COVID-19

> 中国を感染源として
全世界で流行

> 足許30万人以上の
死者

> WHOがパンデミック
を宣言、終息の目途
は立たず

新型インフル
エンザ
> メキシコを感染源に、
全世界で流行

> 死者18,000人以上

> WHOがパンデミック
宣言、2010年に終息
宣言

香港かぜ

> 中国を感染源に
全世界で流行

> 死者100万人以上

> 以降、季節性インフ
ルエンザとして定着

ペスト

> 主に欧州から
北アフリカで流行

> 死者1億人超

> 抗生物質発見後も
散発的に流行

コレラ

> インドを感染源に
全世界で流行

> 通算死者数は不明

> 抗生物質発見後も
散発的に流行

2019-20122002-1957-1918-19C18C14C-17C 2009-

MERS

> 中東を感染源に周辺
で流行

> 死者数は800人以上

> 感染力が弱いことか
ら、WHOは注意喚起
に留める

スペインかぜ

> 米国を感染源に、
第一次大戦中の
全世界で流行

> 死者2000万人以上

> 以降、初の世界的
インフルエンザとして
定着

天然痘

> 欧州を中心に
全世界で流行

> 通算死者数は不明

> 1980年にWHOが
根絶を宣言

SARS

> 中国を感染源に
主にアジアで流行

> 死者数800人程度

> 2003年7月、WHOが
封じ込め成功を宣言
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新型のCOVID-19は、過去流行したSARS・MERSと同じ科に属するが…

ウイルスの分類 (ボルティモア分類)

第1群 (2本鎖DNA)

第2群 (1本鎖DNA)

第3群 (2本鎖RNA)

第4群 (1本鎖RNA+鎖)

第5群 (1本鎖RNA-鎖)
*インフルエンザが属する

第6群 (1本鎖RNA+鎖逆転
写)

第7群 (2本鎖DNA逆転写)

ニドウイルス目

ピコル
ウイルス目

ティモ
ウイルス目

目未帰属

ウイルスに含まれる核酸の
型を重点に分類

宿主や形状等で多段階に分類

群 目 科

コロナ
ウイルス科

アルテリ
ウイルス科

メゾニ
ウイルス科

ロニウイルス科

Source: 国立感染症研究所, Roland Berger

種(全体では5,000以上)

下記、ヒトに感染する種類を抜粋

・・・

COVID-19
(7番目)

HCoV-229E

HCoV-OC43

HCoV-NL63

HCoV-HKU1

SARS-CoV

MERS-CoV

ヒトの間で
日常的に感染
するウイルス
(多くは軽症)

コウモリを
感染源とする

ヒトコブラクダを
感染源とする

遺伝子配列が
SARSと近く、
コウモリが
感染源の可能性
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…その感染力は圧倒的に高いものがあり、我々人類がこれまで経験

したことのない規模で蔓延

COVID-19の特徴

COVID-19 SARS MERS 季節性インフル

感染経路1)
> 飛沫感染

– エアロゾルでも3時間生存

> 接触感染
– 物体の表面で数日生存

> 飛沫感染
> 接触感染
> 経口感染 (便による感染)

主な症状
> 高熱、肺炎 > 高熱、肺炎、下痢 > 高熱、肺炎、腎炎、

下痢
> 高熱、頭痛、関節痛

感染者数
> 約460万人

(世界、2019年~)
> 約8,000人
(世界、2002~03年)

> 約2,500人
(世界、2012年~)

> 年間約1,000万人
(日本、例年)

潜伏期間
> ~14日程度 > ~10日 > ~14日 > ~3日

致死率
> 約7%

– 基本的には、無症状で済む場合も多い
– 但し、持病を有す年配者を中心に重篤化に
至るケースも存在

> 約10% > 約34% > 約0.1% (日本)

流行地
> 世界各地
(感染源は中国・武漢)

> 中国、台湾、
シンガポール

> カナダ、等

> アラビア半島と
その周辺

> 世界各地

1) COVID-19の経口感染有無は調査中

Source: 東京医科歯科大学名誉教授 藤田氏解説, 東京都感染症情報センター,  ECDC, Roland Berger
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各国が様々な対策を講じているにもかかわらず、感染者は増加の

一途をたどり、終息の目途が立っていない状況

COVID-19感染者数の動向

Source: ECDC, 各種二次情報, Roland Berger

COVID-19感染者数推移(グローバル)[人]

感染者数の月次増加人数は拡大傾向で、累計約460万人に到達 (ご参考)有識者による見解

”収束スピードが非常に遅いため、感染拡大
防止措置の解除はゆっくり行われるべき”

WHOテドロス事務局長、2020年4月13日

”多くの専門家は5月から6月、あるいは9月から
10月にかけて第二波の感染発生リスクがあると
予想している"

OECD/NEAマグウッド事務局長、2020年4月8日

:月次増加人数1)

1) 最新月はデータ入手可能な時点での算出

27 11,946 87,042

868,867

3,217,821

4,597,894

4/11/1 2/1 3/1 5/1 5/17

+11,919人 +75,096人

+781,825人

+2,348,954人

+1,380,073人
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現代社会は、新たなウイルスの出現やその広範囲への感染を引き

起こす要因が多く、一度パンデミックを引き起こすと、終息が困難

ウイルス発生を引き起こす13の要因

Source: 米国医学研究所, 各種二次情報, Roland Berger

気候・天候の変化 人口動態・人口移動の
変化

技術・産業の発展 政治的意思の欠如

ウイルスが相対的に強くなる ウイルスが拡がる 対策が遅れる

微生物の
適応・変化

ヒトの感受性
の変化

開発・土地
利用の激化

旅行・流通の
増加

飢饉・戦争の
増加

公衆衛生対策
の破綻

貧困・社会的
不平等の拡大

意図的な拡散
(バイオテロ、等)

生態系の変化

: ウイルスの発生要因

恒常的 加速化 恒常的
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各社・各研究機関がCOVID-19対策として治療・予防に取組み、足許

承認される治療薬が出現しているものの、普及には時間を要す見込み

各社・各研究機関の取組み

治療 予防（ワクチン）

Source: 各種二次情報, Roland Berger

ギリアド
(米)

武田薬品
(日)

国立衛生
研究所(米)

イノビオ
(米)

ビオンテック
(独)

ｶﾝｼﾉ・
ﾊﾞｲｵﾛｼﾞｸｽ(中)

田辺三菱製薬
(日)

> レムデシビルというコロナウイルスを含む一本
鎖RNAに抗ウイルス活性を示す治療薬を保有

> 5月1日に米FDA、7日に厚生労働省が重症
患者向け治療薬として特例承認

富士フイルム
(日)

> アビガンという2014年に承認された
抗インフルエンザウイルス薬を保有

> 3月17日中国で良好な臨床試験結果を獲得(P3)

> 5月中に安倍首相が治療薬として承認の見通し

アッヴィ
(米)

> カレトラはウイルスの増殖を抑えるプロテ
アーゼ阻害薬を保有

> 有効性については未確認

サノフィ
(仏)

> 米ジェネロンと共同でケブザラを開発

> 重症患者に投与する試験を実施中(P2/3)も、
治療効果が期待できないとして一部中止

> 抗SARS-CoV-2ポリクローナル高免疫
グロブリン（H-IG）の開発を開始すると発表

> 3月4日に、早ければ年内上市を目指す旨
を発表他、4月6日より欧米系企業5社と連携

> バイオベンチャーのモデルナと協力して開発
したmRNAワクチン「mRNA-1273」を保有

> 5月7日、米FDAが臨床試験(P2)を承認

> DNAワクチン「INO-4800」を保有

> 豪クイーンズランド大等のパートナーシップを
締結し、臨床試験(P1)を米国で実施中

> mRNAワクチン「BNT162」を米ファイザーと
共同開発

> 臨床試験(P1/2)を欧米にて実施中

> ウイルスベクターワクチン(アデノウイルス5型)
を北京バイオテクノロジー研究所と共同開発

> 臨床試験(P2)を中国にて実施中

> SARS-CoV-2の植物由来ウイルス様粒子を
活用したCOVID-19向け非臨床試験を開始

> 順調にいけばヒトの臨床試験を8月までに開始

通常臨床、承認は数年単位 通常臨床、承認は数カ月単位
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これからの社会は、感染力の高いウイルスと共に生きる（≒共存する）
ことを前提とした"構え"を築いていかなければならない

Post COVID-19の世界で求められる"構え"とは

Source: Roland Berger

感染力の高い

ウイルスの発生

医療崩壊をおこさない"構え" 企業活動を停めない"構え"

> アウトブレイクが発生した時、医療リソース
（病床数・ICU）がボトルネック

> 感染を未然に防ぐ、重症患者を早期に
見極める（トリアージ）、その後を追跡すると
いった治療以外の取組みが重要に

本スタディではヘルスケアの観点から上記2つの"構え"につながるトレンドについて考察

> 自社内からの感染者を出さない・従業員の
感染リスクをコントロールする

> ロックダウンを想定したBCP（事業継続計画）
の確立
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C. COVID-19がもたらした

新たな流れ
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新たな潮流

"患者起点"が近年のヘルスケアの大きな潮流であったが、COVID-19は、

"供給者起点"での取り組みの重要性を浮かび上がらせた

"患者起点"だけでなく、"供給者起点"へ

医療の質を上げる

> 個別化医療など、最先端
の介入法の確立

> モダリティの進化

– 抗体医薬

– 生成医療

– 細胞治療 等

> デジタル技術の活用

医療費を抑制する 誰もが医療を受けられる 医療リソースを守る

これまでのヘルスケアの潮流

> HTA（Health Technology 
Assessment）等、費用対
効果を求める施策の導入

> 薬価改定・引き下げと、
ジェネリック医薬品／
バイオシミラーの普及

> デジタルツールを活用
した遠隔医療・在宅医療
の普及

> 患者のコスト負担を適正
化したケアプログラムの
発展

> 現有の病床/ICU等の医療
インフラや、医師リソース
を守るケアモデルの確立

> 患者の層別を主眼に
おいたデジタル化の普及

Source: Roland Berger
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病床数／ICUが不足している国においては、今回のCOVID-19のような

アウトブレイクが医療崩壊を引き起こすリスクが顕在化

国別医療キャパシティと感染者数

人口
(2020年)
[億人] 100万人当たり

感染者数[人]
100万人当たり
死者数[人]

感染者数に
対する比率[%]

感染者数
[万人]

死者数
[万人]

スペイン

イタリア

米国

ドイツ

フランス

イギリス

中国

日本

ロシア

医療インフラ

1,000人あたり
病床数

10万人あたり
ICU数

Source: World Bank, OECD, Ministry of Health Singapore, Roland Berger

0.7

0.6

3.3

1.2

0.8

0.5

14.4

0.7

1.5

146.8

23.1

1.6

17.4

22.5

14.2

24.0

8.4

27.2

129

4,435

2,081

4,934

3,717

2,180

3,538

58

1,864

6

268

94

590

525

423

508

3

17

0.8

0.5

2.8

0.1

3.2

8.9

3.4

2.8

0.3

13.1

2.8

8.0

3.0

3.2

6.0

2.5

4.3

8.1

7.3

29.4

33.9

9.7

12.5

11.6

6.6

3.6

8.3

5%

6%

5%

12%

14%

19%

14%

6%

1%
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日本国内においても、これまでは多くが医療体制に対して信頼・満足
していたが、COVID-19を契機に危機意識が高まっている

個人の医療体制に対する満足度

COVID-19前の医療体制に対する満足度

これまでは医療の安全性・診断／治療等の技術の質・
医療機関を選ぶ自由度の高さによって6割が満足感を示す

Source:日本医療政策機構「2019年日本の医療に関する世論調査」, NHK, 北日本新聞, 西日本新聞, Roland Berger

COVID-19後の医療体制に対する意見

COVID-19をきっかけに、満足度に貢献する要因
に対して、不安・疑念を感じる意見が多い
(≒医療神話崩壊の可能性)

”院内感染が拡大し入院中の自分の家族も
感染しているのではないかと心配”

入院患者家族、富山県

”万が一感染したら、基礎疾患による重症化
リスクが高く、治療技術の質の問題ではない”

白血病患者家族、福岡県

”COVID-19受け入れによって、当初実施予定
だった癌手術が次々に延期されている”

癌患者、東京都

<日本の医療・医療制度に対する満足度調査>

38.0%

62.0%
満足1)

不満足

医療の安全性の高さ

診断・治療等の
技術の質の高さ

医療機関を選ぶ
自由度の高さ

1) 「やや満足」含む

n=2,000

満足度向上の主要因 満足度向上の主要因への不安・疑念
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また、企業にとっても従業員の感染症罹患により被る損失は決して

看過できるものではない

Source: ECDC, WHO, 厚生労働省「患者調査(2017)」, 各種二次情報, Roland Berger

感染症への従業員罹患による損失

感染者発生 重症化・長期入院 退職の場合

企業が負う

１人あたりコスト
320万円/人

40万円/人

120万円/人

20万円/人

感染者本人 濃厚接触者
（同部署の社員）

> 1ヶ月休職

– 入院 + 自宅隔離

> 2週間休職

– 自宅隔離

> 3ヶ月休職

– 入院（ICU）+療養

> 左記に加え、退職を
想定したケース

> 年間給与500万円の従業員を想定

> アブセンティーイズムコスト1)のみ想定

> 退職の場合は、新規社員採用コストを追加

1) 従業員が病気・けがなどにより欠勤した日数（アブセンティーイズム）に報酬日額を乗じた値

その他、企業が負う

リスク

> 社内クラスター発生による、事業継続リスク

> レピュテーション
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COVID-19により顕在化したリスクがドライバーとなり、

今後のヘルスケア業界において6つのトレンドが大きく進展していく

COVID-19により進化するヘルスケアバリューチェーン

1 2 3 4

法人が主体となった
健康管理・予防
プログラム導入

POCT1)などの迅速診断
による患者の早期
リスク層別

地域単位での医療機関
の役割分担と連携促進

慢性疾患領域を中心に
オンライン診療が浸透

ITを活用した患者の
予後トレース
・モニタリング

5

6 RWD2)を保有するプラットフォーマーの出現

6つのトレンド

顕在化した

リスク

予防 検査 治療 予後・モニタリング
ヘルスケアの

進化の方向性

医療崩壊のリスク 従業員の罹患による企業の損失リスク

医療負荷の分散従業員への健康投資

1) Point of Care Testing：簡易迅速検査 2) Real World Data：臨床現場から得られる、匿名化された患者のデータ
Source: Roland Berger
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D. 進化する6つのトレンド
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COVID-19の社内クラスター発生を防ぐために、従業員の検温等の

健康管理を行う企業は増加

今後の展望

COVID-19終息後には、多種の
データを活用した従業員の
健康管理が定着する可能性も

> 発生前にはウェアラブル端末を
活用した従業員のフィジカル
管理を行う企業も存在

> ウェアラブル端末では検温に
限らず、心拍数・睡眠時間等の
多種のデータを蓄積可能

> 今後は多種データの組合せに
よる、更に精度の高い健康管理
促進が定着化する可能性も

COVID-19発生後の日本企業の変化

従業員の感染早期発見／クラスター発生防止のために、従業員に検温を推奨・
義務化する企業が増加 (2月後半の2週間で検温している従業員数は5倍へ増加)

20年3月2日20年2月19日

3%

16%

約5倍

「職場で検温が推奨、または義務化されている」
と回答した人の割合(n=約2,000)

従業員への検温実施数の増加

Source: LINE リサーチ,電通HP, サーフボードHP, Fitbit Homepage, Roland Berger

【検温義務化を導入した企業例】

> 従業員数: 1,158名

> 検温管理アプリ"chaku2"を活用

> 従業員数：62,608名

> 感染者発生を受けて、2月28日に開始

> 社内用のアンケートフォームを活用

1 法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入
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ConneXisionsAsiaは、従業員の健康状態を高める
企業向けオンラインプラットホームをASEAN中心に展開

> 2013年シンガポールにて設立

> ASEANを中心に20か国約600社に、サービス提供

> 従業員の健康状態を高め、企業が支払う保険料・医療費を
下げる各種サービスを用意

公的医療保険制度が脆弱なASEANでは、既に企業による従業員の

健康管理が進んでいる

Source: CXA HP, 各種二次情報, Roland Berger

ASEANにおけるフィジカル健康管理の進展

従業員向け健康管理事例(フィジカル)

ASEANで導入が進む背景

> デジタルで解消可能な"不"が多い・大きい
(医師不足、等)

> P/F上で健康診断、ジム会員等の
メニューを選択、給付費で購入

> ウェアラブルデバイスと連動し、
運動量、喫煙、ストレス、栄養、
健康年齢等の項目を確認可能

企業

> P/F上で従業員の健康データを
まとめ、健康状態の改善と医療費
の低下等の相関関係を把握

> 保険仲介サービス利用により、
保険選択、書類記入の労力を削減

従業員

> 企業の民間保険加入率の高さゆえ、
従業員健康管理インセンティブが働きやすい

– 先進国と比して公的保険が充実していない国が
多く、企業が従業員向けとして民間保険に加入

– 従業員が病気になると、手術・治療費・月額の
保険料等企業の負担額が大きくなるため、
健康管理対策が必要

1 法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入
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当該予防領域においては、デジタル技術の活用が着目されている

Source: Expert interviews, industry reports, RB HealthTech data base, Roland Berger

プラットフォーム/分析プレイヤ 治療/サービスプレイヤ

健康活動

疾患
マネジメント

予防
プログラム

保険会社向けのプラットフォーム

保険会社内サービス 保険会社外サービス

特定疾患に対する予防プログラム

疾患別情報共有プラットホーム 高リスク特化型の個人向け疾患予防プログラム

分析・疾患予測プレイヤ 電子カルテプレイヤ 予後マネジメントプレイヤ

保険代行会社

研究所 在宅ケア

薬局

プライマリ
ケア

病院

小売 飲食店

コミュニティ

職場大学

Medical

Non medical

デジタルプラットフォーム プラットフォームサービス 従来の福利厚生プレイヤ 保険代行会社

企業の福利厚生

デバイス、テクノロジーの活用例

1 法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入
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mHealthアプリは、患者(ユーザー)の日常生活における罹患リスクを

低減する予防医療に活用されはじめている

mHealthの事例

センサー付の歯ブラシで、正しい歯の磨き方の指示を
通して虫歯を予防

アプリやスマートウォッチを活用し食生活やエクササイズ
を管理することで、各種習慣病1)を予防

日々の歯磨きを記録、動作を指示

> 日時、歯磨き時間、歯磨き箇所のデータ蓄積

> 3-D動作センサー、加速度計、ジャイロスコープ、
磁力計に加え、AI技術が正しい動き方を指示

正しい歯磨を示す

> モバイルアプリ上で歯磨きの「スコア」を算出

> レポートをメール配信、過去7日間を評価

生活習慣を記録

> 日々の飲食、運動、体調からリズムを把握

> 自己申告に加え、スマートデバイスとの連携に
よる体調管理にも対応

16週間の観測+36週間のｶｽﾀﾏｲｽﾞされたｺｰﾁﾝｸﾞ

> 食事、運動のTodoリストを各個人に作成、提供

> コーチが週に2回、リストの達成度合等を確認

Source: 各種二次情報, Roland Berger

1) 糖尿病、脳卒中、心臓病

概
要

費
用

効
果

機器：USD80
（イニシャルコストのみ。歯ブラシのヘッドの取り換えなどは含まず）

成果報酬型
体重の減少率に比例して支払金額が変動

（基本額が$10の場合、体重が-2%なら$20、-4%なら$40など）

（特に）子供の虫歯の抑制

> ゲームと連動しており、楽しんで歯磨きできる仕組みを構築

> 歯磨きのメリットを理解しない幼児が歯磨きを嫌がらなくなる 心臓病

-13%

脳卒中

-16%

糖尿病

-30%

各種疾患の発生率を大幅に抑制

> Omadaを12か月間利用した場合の、今後5年間の発生率

1 法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入
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COVID-19の感染拡大対策においても、音声認識等のデジタルツール・

解析技術を活用した予防・診断ツールの開発が進められている

イスラエルのCOVID-19対策アプリの事例

Source: Reuter, AFP, Vocalis Health HP, Roland Berger

呼吸器に悪影響を及ぼすというCOVID-19の特性を利用して、
音声認識で診断を補助

> 感染者の声紋データを病院で蓄積して、その傾向を分析

> ユーザーのWeb上での発声と簡単な問診への回答をもと
に、感染の有無を簡易的に診断

> 3種類程度の発声(例:1分間声を出し続ける)と、
2~30問程度の問診で計10分程度で実施可能

感染者の位置情報を集約し、ユーザー
の接触有無判定に活用

> 感染者のGPSデータを活用して、
行動履歴を中央サーバーに蓄積

> 感染者と接触した可能性のある
ユーザーに自主隔離・受診を促す

情報処理技術
の活用

上記の様な簡便さから、感染者・非感染者(ユーザー)
双方からの今後の更なる情報蓄積が期待出来る

ユーザーの個人情報／プライバシーに
配慮した情報利用スキームを導入

> ユーザーの位置情報を中央サーバー
では蓄積しないため、情報漏洩リスク
を抑制

> 上記リスク抑制によって、国民の
約20%までユーザーが増加

個人情報
蓄積の迅速化

予防（導入済） 診断（開発中）

1 法人が主体となった健康管理・予防プログラムの導入
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企業による従業員健康管理の流れは、早期介入に向けた患者データ
取得を後押し

早期介入の主なステップ

Source: Roland Berger

介入法発明

セグメンテーション

・・・

個別化医療の提供

サービス提供

ボトルネックと解消可能性

これまでは、医療従事者経由
で患者の日常生活データを
取得する部分がボトルネック
> 赤字経営となっている病院も多く
自前投資はしにくい

> 予防を含めたHTAまでは進展して
いない

> 故に、予防促進により、足許の
収益性を低減させかねないという
ジレンマを抱える

【治療法】

> 特定の特徴を持つ
集団や、希少疾患に
対する治療法
(コンパニオン診断薬、
遺伝子、再生医療、等)

> AIを用いた治療法
発明高速化技術

【予防法】

> 二次予防・三次予防
に加えて、一次予防
の開発

効果が最大化する
集団を下記を基に
抽出

> 個人の遺伝子情報

> mHealthを用いた
日常生活データ

集団に対し、特定
医療を提供すること
でﾍﾙｽｱｳﾄｶﾑ最大化

> 治療・予防効果が
見込まれる集団に
のみ医療を提供

> 臨床アウトカム・経済
アウトカム両方の
向上も見込まれる

企業がリスク抑制のために、
従業員健康管理投資に意欲的
となり、解消される可能性

2 POCTなどの迅速診断による患者の早期リスク層別
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感染拡大にいち早く歯止めをかけた韓国においては、大規模なPCR

検査の導入による感染者の早期発見が奏功

韓国：先進的なウイルス対策

結果として、3月末の宗教団体による集団感染後も医療崩壊せず、加速度的な感染は防いでいる

全方位的な対策

> ドライブスルーやウオークス

ルーなど多様な検査方法を

導入し、検査数を拡大

> 医療機関での院内感染リスク

を低減することに寄与

早期での対策

> 民間企業が人工知能(AI)を

用いてPCR検査診断試薬を

早期に開発

> 政府は緊急使用を1週間で

承認

(通常承認には1年かかるが、

MERSの経験をもとに緊急使用

承認制度を整備)

透明性のある対策

> 感染者の動線を全てHP公開し、

陰性の接触者も14日間自宅

隔離させ地域感染を防止

> 保険証→マイナンバー→クレ

ジットカード使用履歴→監視

カメラ映像から情報取得される

Source: 日本経済新聞, 各種二次情報, Roland Berger

2 POCTなどの迅速診断による患者の早期リスク層別
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4,934

4,435

3,717

3,538

2,180

2,081

1,756

1,410

58

129

216

感染拡大の動向

他の感染者上位国と比べても感染者の爆発増加を食い止めている

Source: DESA, WHO, ECDC, Roland Berger

10

100

1,000

10,000

2/1 3/1 4/1 5/1 5/17

感染者数は
低水準・
安定推移

イタリア

スペイン

米国

フランス

イギリス

日本

ドイツ

トルコ

イラン

中国

韓国

人口100万人
当たり感染者
数[人]

感染者数/
死者数[%]

<人口100万人当たり感染者数推移[人1)]>

12%

6%

14%

5%

19%

14%

6%

3%

6%

5%

2%

死亡率は
低水準を
維持

初感染者
確認日

2月1日

1月21日

1月31日

1月28日

1月25日

1月31日

2月20日

3月12日

前年11-12月

1月15日

1月20日

初感染者は
早期観測

【韓国】

増加は横ばい

1) 縦軸の人数はlogに基づく目盛り幅

2 POCTなどの迅速診断による患者の早期リスク層別



29RB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptxRB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptx

新興国が一足飛びで実現も

> 先進国事例を参考活用

> 遠隔治療インフラ・技術
活用

これまで先進国を中心に行われていた、地域連携医療・超連携医療
の実現に向けた検討が、感染症を機に更に早い時間軸で進む可能性

各国が目指す医療進化のプロセス

"超連携医療"

"地域連携医療"

″施設完結型医療"

"基礎医療"

医療組織の
在り方

医療の
提供プロセス

> 地域内で各医療機関が
連携した一体化ｻｰﾋﾞｽ

> 施設の1次・急性・長期
医療の役割が明確

> 地方を超え、各医療
機関が連携した一体化
ｻｰﾋﾞｽ

> （面積が狭いシンガ
ポールでは一部実現）

> 各医療機関が参照する医療提供法を統合化

> 患者の立場に立ち、最善の治療成果を追及

> 医療機関毎に独自の医療提供法を参照

> 高度技術を持つ医師
が不十分

> 独自に治療を完結する
医療施設

> 高度技術を持つ医師
を十分に供給

> 独自に治療を完結する
高度な医療施設

医療保険制度 > 任意加入の保険制度 > 皆保険制度もしくは公的保険・民間保険の混合

> 施設の役割の明確化

> 治療成果に対する
包括支払モデルの確立

> 医師・技術の育成

> 保険制度の確立

> 遠隔治療インフラ・技術

> 遠隔医療の診療報酬

医療の
目指す姿

Source: Global Megatrends in Healthcare/Life Science 2016-2025, Roland Berger

国民の経済力が
低いため、皆保険制度
確立を急ぐ

3 地域単位での医療機関の役割分担と連携促進
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ドイツは地域包括ケアの特徴のかかりつけ医を活用しつつ、検査・

治療体制の「選択と集中」をすることで、欧州他国より重篤化を抑制

ドイツ：検査・治療体制の確保

Source: ECDC, 外務省, 厚生労働省, 日本経済新聞, Roland Berger

欧州5か国の感染に対する死亡者比率

スペイン

イタリア

ドイツ

フランス

イギリス

12%

14%

5%

19%

14%

ドイツの「選択と集中」戦略

重傷者の受入れ態勢を継続的に拡充することに重きを置くことで、
医療崩壊を防ぐ

重傷者向け

軽症者向け
> 息苦しさのない軽症患者は、
かかりつけ医や発熱外来で対応
(軽症と思われる患者の診断を大病院で
断ったとしても日ごろから付き合いのある、
医療的受け皿が存在)

> 集中治療用ベッド台数を2倍に拡充し、
万一の事態に常に空きがあるように準備

– 2.8万台から5.6万台程度に拡充

– 足許1.5万台以上利用可能

– (参考)日本は全体で1.7万台程度

3 地域単位での医療機関の役割分担と連携促進
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71

6162

27

遠隔診療市場は、Start upへの積極的な投資が行われる中、2025年に

かけて世界市場全体での成長が見込まれている

遠隔診療の市場動向

113

96

81

68

58

49

41

35
29

+18.3%

202520242023202220212020201920182017

グローバルの市場規模1）［billion USD］ 遠隔診療start upへの投資額と案件数

362

420

342

108

20142013 2015 2016

投資案件数 投資額［Million USD］

> 遠隔診療Start up大手のAmerican wellとTELADOCは資金
調達額でオンデマンド企業のトップ10に入る

> 2016年までにAmerican wellが受けた総投資額は140 Million 
USD以上

1) Hardware、Connectivity deviceなど遠隔診療に関連した全ての市場規模

4 慢性疾患領域を中心にオンライン診療が浸透

Source: 各種二次情報, Roland Berger



32RB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptxRB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptx

特に、遠隔診療は医療施設へのアクセス、高コストの課題解消に

役立つことから、同課題を抱える米国中心に開発が推進

遠隔診療を牽引する米国の状況

米・プライマリケア件数［万件］

540

270

2016 2020F

+18.9%

米国の遠隔診療企業

220以上の企業が存在し、各社他社と差別化されたサービスを提供

企業名 サービス内容

> 24時間体制で米国全土に対応

> 患者は、アプリやWebを通じ、いつでも医師と
ビデオ通話やメッセージのやり取りをできる

> また、患者は医師を選択することも可能

> 自社で対応医師を確保、シフト体制を敷き、
患者アクセスから5分以内の対応が可能

> 精神科医を含む幅広い専門医で対応

> 医師側の端末も提供し、セキュリティ担保

> 遠隔医療相談のサービスを提供しており、
初回メッセージのやり取りを無料でできる

> 有料会員後に遠隔診療サービスを受けること
ができる

遠隔診療サービスの普及に伴い、プライマリ
ケア件数の増加が見込まれる

4 慢性疾患領域を中心にオンライン診療が浸透

Source: 各種二次情報,対象会社HP, Roland Berger
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ASEANでも、慢性疾患患者向けに、重症化を防ぐための健康管理

アプリを通じた、遠隔診療が浸透

MTL BetterCareの事例（タイ）

モニタリングデバイスの配布 管理アプリの提供 価格設定が可変

>血糖値を自ら計測できるRoche製

Accu Chek各デバイスを被保険者

に提供

Accu Chek Instant Fast Clicks

>計測値を専用アプリBetterCareで

収集・管理

>アプリを通じて糖尿病専門医に
健康相談をすることも可能

> HbA1cに改善が見られれば、保険料

を割引

Source: MTL, Roland Berger

4 慢性疾患領域を中心にオンライン診療が浸透
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二次感染を防ぐために、患者個人の行動履歴の把握や、健康情報の

携帯が今後官民主導で普及していく

中国：ITを活用した対策

Source: 日経ビジネス, Diamond Retail Media, Roland Berger

「官」による取組み 「民」による取組み

中国国務院(政府) Ant Financial
(Alibabaグループの金融部門)

概要

提供者

活用
媒体

SNS・微信(ウィーチャット)
(微信内で起動する小程序(ミニプログラム)を使用)

QRコード決済・Alipay
(「Alipayヘルスコード」としてサービス提供)

ログインにより自分の感染リスクを把握可能

> ログインすると、自分が列車や飛行機で感染者と
接触があったか検索可能

> 登録済みの「身分証」情報が交通券購入と
紐付いており、手動入力する必要はない

アプリ上で自分が濃厚接触者か
把握可能

> Alipayのビッグデータと行政保有の
移動状況や健康管理に関する
ビッグデータを総合解析

> アプリ上にユーザー毎に赤黄緑の
QRコードを表示

– 緑：「安全者」として市内出歩き可能

– 黄：「要注意」として7日間の隔離措置

– 赤：「濃厚接触者」として14日間の隔離措置

> 自己確認に加え、検問所でのチェック
にも活用

5 ITを活用した患者の予後トレース・モニタリング
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あらゆる場面で患者の健康状態がデータ化され、共有されることが、
医療の質向上へとつながっていく

医療の質向上のサイクル

患者 医療サービス提供者

携帯電話 ウェアラブル端末 薬局/薬剤師

他院の医師

出張中の医師

病院

かかりつけ医

患者 医師

Telehealth

他科の医師

ビッグデータ

医療の質向上の
サイクル

健康情報/医療情報の
インプット

改善

連携システム

> 薬の効果の検証

– 患者タイプの傾向と、
薬の有効性の検証

– 患者タイプの傾向と、
副作用発症率の検証 等

> マーケティングの効果の検証

– 併用薬の状況の把握

– スイッチの状況の把握

医師

EHR/EMR
PHR

> 治療の効果の検証

– 患者タイプの傾向と、
治療の有効性の検証

– 患者タイプの傾向と、
発症率の検証 等

製薬

会社
> より効果的な薬の開発

> より副作用の少ない薬・
投薬方法の開発

> より効果的な
マーケティング活動 等

医師

> より確実な予防法の開発

> より有効性の高い治療法
の開発 等

製薬

会社

Source: Roland Berger

企業

ビッグデータの活用

”意識向上に伴うデータ増”

6 RWDを保有するプラットフォーマーの出現
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近い将来のヘルスケア業界においては、患者データのプラット

フォーマーが医療の中心的存在を担う

近い将来のヘルスケア業界のビジネスモデル概観
従来のプレイヤー

デジタルヘルスにおける
新たなプレイヤー

DIGITAL HEALTH PLAYERSDIGITAL HEALTH PLAYERS

研究施設・
検査機関

> 基礎研究を主に担う

> 医師・製薬メーカー等からの
依頼で、治療効果を評価

研究施設・
検査機関

> 基礎研究を主に担う

> 医師・製薬メーカー等からの
依頼で、治療効果を評価

製薬・
医療機器メーカー

> 新薬の開発

> 服用方法の啓発活動義務

製薬・
医療機器メーカー

> 新薬の開発

> 服用方法の啓発活動義務

B2B

ADVISORS

> 患者の実生活データと
診断結果に基づく治療
アドバイスを個別に提供

> リアルタイムでの診断
サポートの提供

B2B

ADVISORS

> 患者の実生活データと
診断結果に基づく治療
アドバイスを個別に提供

> リアルタイムでの診断
サポートの提供

B2C HEALTH

ADVISORS

> 患康についての
アドバイス提供

> 実生活データの収集

B2C HEALTH

ADVISORS

> 患康についての
アドバイス提供

> 実生活データの収集

検査依頼

検査依頼

結果の
共有

結果の
共有

治
療
・
研

究
に

関
す
る

ア
ド
バ
イ
ス

一般市民
（健康な人も含む）

> 受け取った診断結果を基に、
医師の提示した治療方針を
許諾、治療を受ける

> 自身の情報も積極的に共有

一般市民
（健康な人も含む）

> 受け取った診断結果を基に、
医師の提示した治療方針を
許諾、治療を受ける

> 自身の情報も積極的に共有

医師・

医療機関

> 確定診断と治療・処方を実施

> 治療方針の最終決定者

医師・

医療機関

> 確定診断と治療・処方を実施

> 治療方針の最終決定者

バイタルデータの共有患者データの共有

健
康

維
持
・

治
療

へ
の
介

入

新たに生まれる流れ

既存の流れ

二次データの提供

一次データの提供

DATA PLATFORMERS

> DATA COLLECTORSが取集した様々なデータを
解析可能な状態（二次データ）で提供するプレイヤ

> 自身が解析することも

DATA COLLECTORS

> プラットフォーム上で医療機関や一般市民から
一次データを収集するプレイヤー

> 疾患別に様々なプレイヤーが存在

Payer

（国・保険会社）

> 治療効果に関して評価

> 患者が適切な服薬を行って
いるか判断し、必要に応じ
服薬指導を実施

Payer

（国・保険会社）

> 治療効果に関して評価

> 患者が適切な服薬を行って
いるか判断し、必要に応じ
服薬指導を実施

医療費
補助

税金・保険金
支払い

6 RWDを保有するプラットフォーマーの出現

Source: Roland Berger



37RB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptxRB_COVID-19_Healthcare_サマリー版.pptx

これらの6つのトレンドの進展により、治療からその周辺へと重点が

シフトし、疾患タイプに応じた最適なケアモデルの確立へとつながる

ケアモデル進化の方向性

予防 診断 治療 予後/モニタリング

感染症

慢性疾患
（糖尿病・高血圧等）

中枢神経系
（認知症等）

悪性腫瘍

他領域
（眼科、皮膚科等）

デジタルツールやAI解析
技術を活用した感染リスク
の見える化

早期迅速診断による患者
の重症化リスクの分類

重症化・合併症防止に
向けたモニタリングと
オンライン診療の定着

進行遅延ケアにつなげる
症状の早期発見

在宅を前提とした、進行
遅延ケア・状態管理

遺伝子診断による個人毎
に最適な治療方法の選択

QOL改善に向けた
緩和医療（痺れ・だるさ等）

抗体医薬や細胞治療等、
先端治療技術の進化

画像診断等、AIを活用した
診断・リモート診断の浸透

医療コストの適正化

・医療資源利用の

効率化の動きにより

キーケアポイント

が治療以外へシフト

日常生活における
バイタルデータ収集と
疾患リスクの見える化

Source: Roland Berger

リソースの最大活用と

役割の明確化・分化

> COVID-19を契機に、医療崩壊を避けるための医療機関連携の動きが加速化

> ICUの機能集約化、プライマリケア/急性期医療の役割明確化などが今後進む

今後重要となるケアポイント

日常バイタルデータの
モニタリングによる疾患の
早期発見

遺伝子診断による適切な
健診時期の同定

画像診断等、AIを活用した
治療効果の判定

デジタルツールを活用した
予防介入

デジタルツールを活用した
治療法の進化

感染拡大防止に向けた、
患者のトレース
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詳細版のお問合せ、ご質問、ミーティングのお申込みについては下記までご連絡下さい

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.

連絡先

株式会社ローランド・ベルガー

プリンシパル

徳本 直紀

naoki.tokumoto@rolandberger.com

執筆協力者

斎藤 亘

八木 慎太郎

北脇 優子

今井 哲

富田 輝

諏訪 雄栄（シンガポールオフィス パートナー）
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