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イノベーション （新価値の創出）がヘルスケアの世界を変えようとしている。 画期的な医療行為

や医薬品、医療機器が常にヘルスケア市場を進化させる原動力となっていたが、現在、私たちは

新たな局面を目の当たりにしている。 「フィジカル」 （機械・ 電気・ 生物・ 化学のイノベーション）と 

「デジタル」（早期発見の技術・人工知能など）2 つの世界が融合しつつあるのだ。 このような動きは、

イノベーションを強力に後押しし、ペイシェント・ジャーニーのあり方をさまざまな形で変えていくだろう。

ヘルスケア分野における急速な変革は、業界関係者にいくつかの重要な問題を突きつけている。

「フィジカル」 と「デジタル」 のイノベーションは、現在どのように相互作用しているのか？またその 

相互作用は、将来的にはどのように変革するのか？イノベーションが市場と経済に与える影響は 

どのようなものか？ペイシェント ・ ジャーニーは、今後どうなっていくのか？そして、製薬企業や医療

機器メーカー、ペイヤー（政府や保険会社など医療保険支払者）や医療従事者など、各プレイヤー

が影響力の範囲を拡大するための戦略的な選択肢とは何か？

2019年、2020年に実施した前回の調査を踏まえ、第 3回目の「Future of Health」 調査では、 

これらの疑問に対する答えを提示したい。 業界関係者は、2026年までにヘルスケア市場の 12%を

デジタルが占めると予想している。 人工知能、早期発見、人々の行動を変えるツールなど、数多

くのデジタル技術の革新により、約 1兆ユーロの世界市場価値を示すと予想されている。 そして、 

遺伝子治療や電気薬学療法などの新しいタイプのイノベーションは、病気の治療方法を大きく変

えるだろう。 このような変化を促進する上で、プレイヤーはそれぞれ異なる役割を担うことになり、そ

れに応じて異なる戦略を追求する必要がある。 製薬企業や医療機器メーカーは、「フィジカル」 及

び「デジタル」的なイノベーションを引き続き牽引する一方、医療従事者やペイヤーは、自分たちの

役割を再定義することになるだろう。 ビジネスにおけるエコシステムや、オープンイノベーションの

ネットワークについて考えることは、誰にとっても重要なことだと言える。

この分野におけるあらゆるタイプのプレイヤーたちは、これまで以上に予測や計画が立てにくくなっ

ているため、さまざまな新しいシナリオを検討し、迅速かつ多様に対応する能力を磨くことを求めら

れるだろう。 次のページで説明するように、「フィジカル」な世界と「デジタル」な世界の融合によっ

て促進されるヘルスケア分野のイノベーションは、プレイヤーが予期せぬ事態を予期する必要が 

あることを意味している。
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「Future of Health」では、私たちは医療と特別な関連性をも

つテーマに焦点をあて、研究に取り組んだ。 シリーズ 3回目と

なる今年の調査では、イノベーション （新価値の創出）がもたら

した業界の変革について考察を行った。 もちろん、長い間、世

界のヘルスケア市場の発展を牽引してきたのは、医療行為・

医薬品・ 医療機器などの領域におけるイノベーションである。

しかし、現在、新たな次元の変革が押し寄せていて、それがあ

らゆるタイプの市場プレイヤーたちに重要なことを示唆している

かのように見えるのだ。

ヘルスケアにおけるイノベーションには、ふたつのタイプに分

けることができる。 ひとつは、機械的 ・ 電気的 ・ 生物学的 ・ 化

学的な進展の目覚ましい、私たちが「フィジカル」と位置づける

タイプのイノベーション。 まず、例としてあげられるのは、18世

1 /  ヘルスケアにおけるイノベーション
新しい変革

紀末に開発された最初のワクチン、1930年代の抗生物質から

はじまり、20世紀後半の手術へのロボット工学の活用まで、さま

ざまな場でイノベーションが起きた。 もう一方のグループに位

置づけられるのは、最近の早期発見に使われている技術や、

人工知能（AI）の技術の進歩などといった「デジタル」なイノベー

ション。 これら「フィジカル」と「デジタル」という世界はすでに融

合していて、この動きこそが、イノベーションに新しく強力な後押

しを与えている。

イノベーションのおかげで、人びとは未来のヘルスケアに新

たな視点をもつことができ、医療従事者にとっても、新たな戦略

的選択肢や、豊富な新しい機会などが巡ってくる可能性があ

る。 私たちは、この新しい次元の変革を促す 4 つの重要な要

因を以下のように示した。 A  　 

A: ヘルスケアにおけるイノベーション 
4 つのキーファクター

Source: Roland Berger

デジタル成熟度

INNOVATION

医療技術の革命

技術的、および経済的な発展の速さ 「フィジカル」と「デジタル」の融合

1  2

4  3
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ヘルスケア領域のユニコーン企業数は、2019年には 38社、

2020年には 46社に到達したと発表。 3 　　デジタルの進展によ

り、既に早期発見、ライフスタイルの変化、治療法の選択などと

いった、非常に有望で新しい手法がたくさん登場している。 ま

た、患者自身のデジタルコンピテンシーが高まるにつれ、そう

いったデジタル関連のソリューションに対する受容度も高まっ

ている。 さらに、デジタル分野への関心も爆発的に高まって

いることがわかった。 医療におけるデジタル変革に言及した

ニュース記事の数は、2019年から 2020年にかけて、約 3倍

に増加。 この分野は、今もなお注目を浴び続けている。 4

そして、新たな次元の変革をもたらしている３つ目の要因

は、第二章で述べた 「フィジカル」 と 「デジタル」 の融合の機

会が増えていることである。 この融合から多くのイノベーショ

ン的なソリューションが開発されてきた。 たとえば、Oxford 
Nanopore Technologies社は、ハイテク電子機器に埋め込

まれたナノスケールの穴を利用して精密な分子分析を行い、

バイオテクノロジー企業の Caris Life Sciences社は、AIの補

助による個別のがん治療法の開発に取り組んでいる最中で

ある。 実際、米国だけでも、AIや機械学習を使った 60種類

以上の医療機器を FDAが承認している。 5　他のイノベーショ

ンとしてあげられるのは、電気薬学療法やロボットなどである。

「デジタル」 と 「フィジカル」 の研究が融合するにつれ、機械

学習や深層学習の研究とヘルスケア分野への応用の件数

は、飛躍的に増加した。 6 　 B  　　 

最後の変革要因として、私たちは技術的 ・ 経済的な発展の

両方のペースが加速していることを目の当たりにしていること

だ。 こうした動きは、デジタル技術革新だけでなく、新しい生

物学的技術や診断技術にも影響を及ぼしている。 たとえば、

Oxford Nanopore Technology社の遺伝子シーケンサーは、

約 1,000米ドルから購入でき、わずか数時間で 70,000 の塩

基対を解読することができる。 一方、細菌の解析には、USB 
メモリ程度の大きさの装置で、数日以内に完成する。 7　　同様に、

DNA塩基配列の分野でも、以前は 10億米ドル前後の費用と十

数年の時間を要していたプロセスが、現在では 100米ドル以下

まず、医療の現場では、画期的な医療技術の登場が相次

いでいる。 mRNAワクチンや CGT （細胞 ・ 遺伝子治療）など

のイノベーションは、免疫系におけるヒトの細胞内の構造やプ

ロセスを変えることができるため、全く新しい治療法の可能性

を切り開くことができるのである。 世界中の人たちは、こうした

イノベーション的な技術の実用化が、医療現場に革命を起こ

していることを目の当たりにしているのだ。 たとえば、Covid-19
に対する mRNAワクチンの実用化は、2020年にはじまり、ま

た CGTに関しては、米国では 2019年、そしてドイツでは 2020
年に初めて採用された。 これらのイノベーションに富んだ分

野における臨床研究の数は、絶え間なく増え続けている。 1　

また、低侵襲性ロボット手術や画像診断、ラボ診断などの技

術も既に新しいタイプの勢いに乗り、その影響は、Sartorius
社、Healthineers社、Intuitive社などといった企業の堅調な

2021年株価推移に反映されている。

そして、２つ目の変革要因は、デジタル全体がより一層、成熟

してきていることだ。 現在、デジタルヘルスケア市場には、「ユ

ニコーン企業」 と呼ばれる評価額 10億米ドル以上の未上場

スタートアップ企業が多く存在している。 Holon IQ社による

と、2021年 には、世界には 73社の医療技術系のユニコーン

企業が存在する見通しを立てた。 2 　CB Insights社によると、

¹     CB Insights (2021年) State Of Healthcare Q2'21 Report: Investment & 
Sector Trends To Watch, p. 16

² Holon IQ (2021年): Global HealthTech Unicorns: The Complete List of 
GlobalHealth Tech Unicorns

³ CB Insights (2020年、2019年) State Of Healthcare Report Q4/2020/
Q2/2019: Investment & Sector Trends To Watch, p. 26

⁴ CB Insights (2021年) State Of Healthcare Q2'21 Report: Investment & 
Sector Trends To Watch, p. 12

⁵ Roland Berger (2021年): Trend Compendium; Nature, npi digital medicine 
(2021年): An infographic about the 29 FDA-approved, AI/ML-based medical 
technologies. 　Johner Institute (2019年): Artificial Intelligence in Medical 
Devices

⁶  TMF, PubMed, Roland Berger
⁷  Der Innovationsblog.de (2015年): Innovation in exponentieller 

Geschwindigkeit;  https://nanoporetech.com/
⁸  National Human Genome Research Institute (2020): DNA Sequencing 

Costs: Data
9  Deutsches Ärzteblatt (2013年, 2016年): Gendiagnostik: Das 

"1000-Dollar-Genom"
10 TechCrunch (2017年): Illumina wants to sequence your whole genome for 

$100
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B:  機械学習・深層学習の研究の急上昇
PubMedに掲載された機械学習・深層学習に関する研究の数、 
2005年～2019年

2005

11    Health Europe（2019年）細胞・遺伝子治療の臨床パイプラインと米国医療 
システムへの潜在的な経済効果を推定する

12  CB Insights （2021年） Startup Health Insights, 2021 Midyear Report, p. 7

ル」と「デジタル」のイノベーションは、現在どのように相互作用

しているのか？また、将来的にはどのように変革するのか？イノ

ベーションは、製薬企業 ・ 医療機器メーカー・ 医療従事者 ・

ペイヤーにどのような影響を与えるのか？また、このような変革

に対応するために、各プレイヤーはどのような戦略的選択肢を

持つべきなのだろうか？次の章では、これらの問いに対する答

えを提案したい。

で、場合によっては 1時間もかからないこともある。 8,　9,　10　この価

格低下は、人類の遺伝学における方法論の激変を引き起こした。
11 これに加えて、豊富な資金がビジネスモデルの迅速な拡大を

可能にしている。 CB Insights社によると、2012年第 1四半期だ

けで、ヘルスケア分野の株式ファンドに総額 316億米ドルが投

資された。  また、1億米ドル規模以上の資金調達ラウンドが、96
回行われた。 2020年、世界のヘルス・ イノベーション資金は、

140億米ドルから 220億米ドルへと 50%増加した。 12　

 このようにヘルスケア分野でイノベーションが活発化すること

で、医療従事者に多くの問いを投げかけられている。 「フィジカ

Source: Roland Berger

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
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758522359

203
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（2） ドラッグデリバリーは、mRNA向けの高度なリポソームキャ

リアから経口生物製剤用の応用分子輸送技術まで多岐にわ

たる。 （3） 細胞療法： 第一世代のキメラ抗原受容体 T細胞

（CAR-T） などの新しい自己細胞療法から、成人の体細胞から

直接生成できる幹細胞である iPS細胞 （induced pluripotent 
stem cell）技術を用いた人工同種細胞まで、さまざまな細胞療

法が行われている。 （4） CRISPR-Casを中心とした画期的な技

術により、安全性や有効性を向上させた細胞を装備することが

可能な遺伝子細胞工学、（5） ウイルス ・ ベクターのカプシドを

利用した遺伝子増強法から生体内でのゲノム編集法までの遺

伝子治療法。 これらのイノベーションにより、未来の医療は、病

気の症状を中心とした治療から、再生医療の世界へと本格的

に移行していくだろう。 C  

上述の質問に答えるために、私たちは 3種の情報源を調べ

た。 まず、世界各国の 400人の医療業界や関連する分野で

働く専門家を対象としたアンケート調査を実施。 本稿の内容の

約 3分の 1 がこれに焦点をあてている。 次に、さまざまな分野

の国際的な専門家である、ペイヤー、医療従事者、製薬 ・ 医

療機器業界、新興企業、ヘルスケアプラットフォームの代表者

などと個別インタビューを実施し、調査結果を検証した上で、さ

らなる洞察を行った。 最後に、広範な机上調査を行い、科学

的研究やトレンド調査から得た情報を照合した。

2.1.　より広範なイノベーション

私たちの調査は、ヘルスケア分野のイノベーションに何が起

こっているのかを明らかにすることができた。 最も注目すべき点

は、イノベーションの領域が広がっていることだ。 機械的、電気

的、生物学的、化学的な「フィジカル」 イノベーションの分野で

は、システム ・ バイオロジーの新しい研究ツール、技術的進歩

（ナノテクノロジー、ロボット工学）、分野ごとのノウハウや理解の

向上 （免疫 ・ 腫瘍学、免疫学の適切な利用）、さらには新しい

手法（CGT13 、mRNA14、新規薬剤複合体）など、さまざまな発

展を見ることができる。 医療技術や医療機器の領域では、小

型化、生体材料科学、自動化、接続性などの分野で特に進展

が見られた。 治療薬の分野では、5 つの中核的なイノベーショ

ン ・ クラスターを中心に、数多くの画期的なイノベーションが既

に起きている。 （1） ここでは、タンパク質を活性化するチロシン

キナーゼ阻害剤 （TKI）などの標的がん治療におけるイノベー

ション的な低分子化合物から、免疫がん治療における新しい

ラジオ複合体生物製剤 （放射免疫療法）やバイスペシフィック

抗体まで、さまざまな革新的な分子治療薬が開発されている。 

2 / 未来の形
 2つの世界が融合する

「フィジカル」と「デジタル」

のイノベーションの 
領域は広がっている! 

それらはあらゆる方法で 
相互作用し、変革の 
スピードを高めている。

13    Value in Health (2019): （2019年）細胞・遺伝子治療の臨床パイプラインと 
米国医療システムへの潜在的な経済効果を推定する

14   PubMed, HHS Author Manuscripts (2019) mRNA vaccines – a new era in 
vaccinology 
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Targeted

Systemic

C:  フィジカル・イノベーションの広範な状況 - 医薬品を例として
技術と応用

Source: Roland Berger

1 Short DNA & RNA sequences        2 Targeted radio immunotherapies        3 Short distance acting signaling molecules        4 Miniaturized and simplified version of an organ    
5 Stem cell that can be generated directly from a somatic cell        6 Universal cell therapies based on donor-derived cells to treat different patients    
7 Cells of a donor are harvested and re-infused to the donor       8 Method of inserting nucleic acids with lentiviruses     
9 Method of inserting nucleic acids with adeno-associated viruses  
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Scaled
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デジタル・イノベーションも成熟してきており、あらゆる分野で

広く応用されるようになってきている。 中でも、特に患者の生活

に大きく効果を発揮している研究分野は、行動科学である。 行

動を客観的に数字化する研究を行うことで測定可能にし、患者

の健康行動の変革をもたらすことを目的とした研究分野である。

たとえば、ある研究結果によると、サンフランシスコを拠点とする

Virta Health社が提供する「reversal treatment」という治療は、

糖尿病予備軍の内、97%において 2型糖尿病への進行を未

然に防ぐ。 15　同様に、「複数の依存症を抱える患者のための

デジタルクリニック」と自称する Quit Genius社は、ニコチンガム、

カウンセリング、ソフトウェア、一酸化炭素モニターなどの治療法

を横断的に駆使して、ニコチン依存症と戦っている。 16　Noom
社は、食事量と運動量を記録する定額制アプリを使い「テクノ

ロジーの力と人間であるコーチとの共感を組み合わせて」 ユー

ザーが持続的な減量を達成できるようサポートを行う。 17 これ

らの革新的な技術は、優れた科学的根拠にも裏付けられてい

る。 たとえば、Noom社のソリューションは、腫瘍学、糖尿病予

防、高血圧、糖尿病管理などの分野で発表された学術研究に

基づいている。

デジタルが貢献しているもう一つの研究分野は、早期発見で

ある。 たとえば、カリフォルニアに拠点を置くバイオ技術 ・ 製薬

会社の Grail社は、次世代シーケンシング（NGS）、集団規模の

臨床研究、最先端のコンピュータ科学とデータ技術を駆使して、

早期発見のための新技術を開発している。 18　イスラエルを拠

点とするスタートアップ企業 Binah.ai社は、同社の言葉を借り

れば「リアルタイムのバイタルサイン測定を提供している。

スマートフォンやノート PC、タブレット端末のカメラを見るだ

けで、遠隔地や敷地内での撮影が可能になりる。 このソリュー

ションは、ソフトウェア開発キット（SDK）として、すぐに使用できる

アプリとして提供します」 と述べている。 19　同様に、Lasarow 
Healthcare Technologies Limited社のスマートフォンアプリ

「Mole Detect Pro」は、写真を使って ABCDEアプローチに基

づく潜在的なメラノーマの確率を収穫するアルゴリズムを採用

している。

AI を使った診断や治療の場でも、デジタル ・ イノベーション

が起きている。 たとえば、FDAは 2017年以降、放射線科だ

けでも AIや機械学習を搭載した新しい 30種類の医療機器を

認可し、心臓科では 45種類の承認をしている。 20　American 
Journal of Hematology誌に報告された分析によると、新たに

慢性期慢性骨髄性白血病 （CML-CP） 21 と診断された患者に

対して、AIベースのモデルにより、最適なチロシンキナーゼ阻

害剤（TKI）治療の選択を促進することができる。

2.2  2 つの世界が融合する

第 1章で触れたように、「フィジカル」と「デジタル」の融合が

進み、イノベーションとして、センサーとデジタル・アプリケーショ

ンの組合せ、生体組織診断と AIの組合せ、ロボット ・ インプラ

ントとデジタル ・ アプリケーションの組合せで使えるパターンが

増えている。 たとえば、複数のがんの早期診断を行う Galleri
社は、簡単な採血と AIの活用により、50種類以上のがんを特

定することができる。 22    同様に、米国のバイオテクノロジー企

業である Freenome社は、免疫系の活動の変革など、がんの

早期警告の兆候を特定できる血液検査を開発している。 23

実際、「フィジカル」と「デジタル」は、さまざまな形で相互に影

響し合っていて、その効果には衝撃的なものもある。 二つの世

界から「分業」や「競争」、そして「代替の可能性」が生まれている。

その相互作用を５つのエリアに分けて考察したい。 D

15  Virta (2021年): Virta Health's Reversal Treatment Prevents Progression to 
Type 2 Diabetes in 97% of Prediabetes Patients, New Research Shows

16  Forbes (2021年): Quit Genius updates smoking cessation for the modern 
user

17  Noom (2021年): Noom has helped millions of people develop long-term 
healthy habits through science and psychology

18  Grail (2021年): Detect cancer early, when it can be cured, 2021
19  Video-based Vital Signs Monitoring – Binah.ai (2021年): Vital Signs 

Monitoring for Everyone, Everywhere
20  Nature, FDA, Johner Institute, Roland Berger
21  Oncology Nurse Advisor (2020年): AI-Based Model Made Optimal 

Selections of Frontline TKI Therapy in CML
22  GRAIL (2021年): Galleri multi-cancer early detection test
23  Diagnostics World (2019年): Could A Liquid Biopsy & AI Combo Cure 

Cancer? Some Think It's Worth Finding Out
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実は、このような役割分担が生じていることは、今に起きたこと

ではない。 患者の体の中で何か問題が起こった場合、分子、

遺伝子、再プログラムされた免疫細胞、メス、チップなどを使って、

物理的に患者の体の中に入っていく必要があるからだ。したがっ

て、心に関するもの（メンタルヘルス、アルツハイマー病、心身の

問題、行動の変化など）でない限り、治療がデジタル化されるこ

とはないだろう。 したがって、「digital therapeutics (デジタル ・

セラピューティクス )」という言葉には注意が必要である。 私たち

が実際に市場で目にする可能性があるのは、デジタル ・ コンパ

ニオンやデジタル診断などであり、専門家もそう考えている。

第一に私たちは、フィジカルなイノベーションとデジタルなイノ

ベーションの間に、「分業」が生じていると考えている。 私たち

はデジタルとフィジカルの両方のイノベーションをペイシェント ・

ジャーニーに沿ってマッピングし、この「イノベーションの展望」

の図を描いた ｛図 E参照｝。 図の上半分に示されているのは、

デジタル及びデータ駆動型のイノベーションで、主に予防 ・ 生

活習慣、慢性医療、そしてある程度の早期発見 ・ 診断及び治

療の分野で起きている。 一方、図の下半分に示されているは、

フィジカル製品駆動型で創出された新価値で、主に治療及び

再生医療の分野を中心に起きていることがわかる。 E

D:  「フィジカル」と「デジタル」の相互作用
5つの領域

Source: Roland Berger

大量使用と
　特定使用

5

補完的な 
使い方3

ハイブリッド製品2

共存・競争4

「フィジカル」と 
「デジタル」の融合

役割分担 1
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センサー/
ウェアラブル

行動変容／
コーチング／
アドヒアランス

リモート
モニタリング

早期検出・診断

E:  分業について - イノベーションの風景
ペイシェント・ジャーニーに沿った、「フィジカル」と「デジタル」におけるイノベーション

Source: Roland Berger

予防・生活習慣

[デジタル」

「フィジカル」

ハイブリッド

急性期治療 再生医療長期療養

プロテオミクス

センサー/
スマートフォン

AIによる
予知・診断

治療用分子

ドラッグ・
デリバリー

行動変容
を促す

モニタリング

ウェアラブル

遠隔医療

遺伝子治療

細胞治療

遺伝子細胞
工学

AIによる
治療選択 メンタル・

ヘルス

ロボティクスリキッド
バイオプシー
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る場合がある。 最終的な選択は、患者や医師の好み、または

症例における異なるアプローチの適合性による。 たとえば、精

神疾患の場合、従来の薬物療法をとるか、デジタルメンタルヘ

ルスプログラムにするか、といった選択肢がある。 同様に、診断

によっては、生物学的手段とデジタル的手段のいずれかで行う

ことができる。 たとえば、スマート ・ ウォッチで心房細動や血糖

値を測定するなど、侵襲的な測定を光学的な測定に置き換え

ることができる場合がある。

また、フィジカルツールとデジタルツールの選択には、コストも

関わってくる。 多くの場合、デジタル・サービスには、セルフサー

ビスの側面があるため、より手頃な価格で利用することができる。

また、特定のターゲット ・ グループにとっては、デジタルツール

のほうがより利用しやすいものとなるだろう。

第五に、「デジタル」と「フィジカル」のイノベーションは、その

利用対象者と患者への影響の度合いの両方が異なるというこ

と。 デジタル ・ イノベーションは、広く利用されることはあったと

しても、限定的な行動変容の実現化のように、個々の患者にとっ

ては小規模から中程度の影響しか受けないことが多い。 一方、

今回の調査の回答者の内、78%が、デジタル技術は、治療

そのものではなく、予防、早期発見、治療法の選択、監督やコー

チングなどの領域において重要な役割を果たすだろうと答え

た。 とはいえ、デジタル技術は、治療法の選択と使用法にイン

パクトを与え、変化を起こすだろう。 F

「フィジカル」 と「デジタル」 の融合が進む、第二の分野は、 
ハイブリッド製品だ。これは特徴として「フィジカル」と「デジタル」

の両方の機能を合わせ持っている。 現在、自宅で診断を行う

ために、スマートフォンに接続して使えるさまざまな装置がある。

たとえば、「Cue Health Monitoring System」は、分子診断技

術を用いたポータブルな小型検査プラットフォームで、約 20
分で信頼性の高い検査結果を得ることができる。 24   同様に、

「Oura Ring」は、身体のさまざまな機能を継続的に測定し、ソ

フトウェアが睡眠パターンを解析して実用的な提案を行う物理

デバイスである。 また、ハイブリッド製品は、人間の脳と外部機

器との間で信号をやり取りし、人間が身体の制約を受けずに機

械を直接操作できるようにする BCI （ブレイン・コンピューター・

インターフェイス）技術の中心的存在となっている。 25

第三には、技術に関して、「フィジカル」と「デジタル」 のもの

を補完的または協調的に使うことができることだ。たとえば、リキッ

ドバイオプシーやゲノムシークエンスなどの「フィジカル」 な手

段で生成されたデータを、ビッグデータや AIを用いて評価し

たり、AIを用いて複雑な疾患に対する適切な個別療法を見つ

けたり設計したりすることができる。 Hinge Health社の Digital 
Musculoskeletal Clinicの場合、センサーが誘導する運動療

法とバーチャル ・ ヘルス ・ コーチングを組み合わせることで、

患者が自宅にいながら病院にいるような理学療法を受けられる

ようになった。

第四には、「フィジカル」と「デジタル」のツールは、共存したり、

競合したり、あるいは代替したりすることがあるということである。

たとえば、ある疾患に対して物理療法とデジタル療法が競合す

F:  デジタル技術の今後の役割
役割分担

Source: Roland Berger

24  Cue Health (2021年): Ushering in a new area in healthcare
25   Rand (2020年): Brain-Computer Interfaces Are Coming. Will We Be Ready?

デジタル技術は、予防、早期発見、治療法の選択、 
治療の監督・コーチングにおいて重要な役割を果たすが、
治療そのものとしてではない

1 2 3 4 5

非常にそう思う非常にそう思わない

6

4.5
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家たちは、イノベーションが幅広い分野に影響を及ぼしている

という見解を持っていた。 これは、ヘルスケア・システムが今後

受け入れるイノベーションの多様性を反映している。 冒頭で述

べたように、医療行為、医薬品、医療機器などで起きているイノ

ベーションは、長い間、ヘルスケア分野の原動力となってきた。

しかし、最近では、ヘルスケアに影響を与え始めている新しい

タイプの製品の多様性に注目が集まっている。 H

フィジカル ・ イノベーションは、狭い範囲で集中的に行われる

ことが多いが、 その影響は非常に大きい。 たとえば、CGTの場

合、患者の人生を変えるほどの効果が期待できるが、毎年人

口全体のわずか 0.014%しか使われていないと言われている。
26　　 G

今回の調査では、「フィジカル」 と「デジタル」 の二つの世界

が融合しつつあることを示すもう一つの結果が得られた。 今回

の調査回答者に、2026年までにどのような分野のイノベーショ

ンの影響を受けるかをについて尋ねてみた。 トップ 2 となった

回答は、AI （回答者の 52%）と、継続的にモニタリングを行うセ

ンサーとデジタル機器 （同 50%）だった。 同時に、多くの専門

26   2030年までの米国の推計値に基づく。Value in Health (2019年）。細胞・
遺伝子治療の臨床パイプラインと米国医療システムへの潜在的な経済
効果の推定

G:  患者への影響と利用範囲の広さの比較
「フィジカル・イノベーション」と「デジタル・イノベーション」の違い

Source: Roland Berger
利用対象者の幅

効果

CGT

Digital
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終盤の質問に対する答えをもとに、次のセクションでは、将来

のペイシェント・ジャーニーに対する私たちのビジョンを描きたい。

2.3　ペイシェント・ジャーニーが変わる

イノベーションはそれ自体が目的ではない。 イノベーションは

医療の未来をさまざまな重要な方法で変え、私たちの健康管理

と医療システムとの関わり方にも影響を与えることだろう。 I

専門家へのインタビューは、調査回答者に向けた同じ質問内

容で行われた。 専門家たちは、調査回答者と同様に、AIとデ

ジタル・ヘルス・アプリケーション（慢性患者のためのデジタル・

ヘルス ・ コーチングのツール）の今後 5年以内の市場効果は、

大きいと認識していた。また、リキッドバイオプシーの役割も強く、

調査回答者たちよりも大きなインパクトを与えると予想してたこと

が明らかになった。 つまり、ほとんど全てのイノベーションは、医

療現場で広く適用されるかどうかではなく、いつ適用されるかが

問題なのである。

注：複数選択可 

H:  モニタリング用のAIやセンサーがリードする
2026年に、どの分野がイノベーションを通して最も影響を与えるか

Source: Roland Berger

人工知能 52%

連続的なモニタリングのための 
デジタル機器のセンサー 49%

細胞・遺伝子治療 35%

慢性患者のための個別の 
デジタル・ヘルス・コーチング

35%

デジタル・セラピ 33%

mRNA  28%

リキッドバイオプシー 11%

3Dプリンター 11%

オーグメンテッド・リアリティ 7%

ロボット 14%

合成生物学 9%
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することである。 この 2 つのアプローチを併用することで、大量

のデータを消費者の手元に届けることができる。 特に、現在の

医学的知見に基づき、数千の症状と数百の疾患をアルゴリズム

で結びつける「ADA Health」や、医師が類似の症状を持つ人々

をどのように診断し治療するかをユーザーに伝える「K-Health」

などの「症状チェッカー」と併用すると、その効果は大きくなる。

アンケート回答者たちは、イノベーションがペイシェント ・

ジャーニーをどのよう変えるだろうか、といった数々の質問に対

し、それぞれに意見を述べられた [図 J参照 ] 。 回答者たちは、

早期発見が日常生活の一部になると確信していた。 早期発見

には、2 つの方法があり、片方はスマートフォン、スマート・ウォッ

チ、パッチ、リストバンドなどのスマートガジェットを利用した連続

測定、そしてもう片方は、Covid-19検査用の簡易スワブや他の

疾患用の在宅検査キットなどのリキッドバイオプシーなどを使用

I:  イノベーションが未来のペイシェント・ジャーニーに与える影響#1
アンケートの質問

Source: Roland Berger

Digital technology will play a significant role in prevention, 
early detection, therapy selection and therapy supervision/

coaching – but not as a therapy itself

Lifestyle, 
prevention

PATIENT PATH

Early  
detection Diagnosis Therapy  

choice Therapy Long-term 
care Regeneration

Data pools (genome 
databases, cancer 

registries) will grow 
in importance

Chronic care  
will change profoundly 
with widespread 
continuous digital 
monitoring and coaching

Choice of therapy  
for individual patients 
will increasingly include 
genomic profiling and 
individualized therapies

New modalities  
 (mRNA, cell and gene 

therapy) will replace  
long-term treatments 

with one-time cures

Early detection  
and diagnostics  
will be part of 
everyday life

16 |   Focus



療システムの観点からは、このような個別化された治療における

費用対効果のバランスをどのように取るか、という問題が必然的

に生じる。

ペイシェント ・ ジャーニーの最後の部分である慢性期のケア

では、デジタルモニタリング、デジタルケアマネジメント、行動変

容が統合される。 アプリは、アドヒアランスの向上、ライフスタイ

ルの変革の誘導、投与量の最適化、センサーの読み取り、患

者の質問への回答などの場で活用でき、医師は、その患者の

診察の合間に患者をコーチングすることができる。 糖尿病など

の疾患に対するこのようなアプリの使用は、すでに高度に進化

している。 また、心血管疾患、肺疾患、眼科疾患、皮膚疾患、

メンタルヘルスなどの場合にも、スマートフォンによる継続的な

モニタリングが可能だ。 たとえば、ResMed社は、治療機器と

高度なデータ管理ソリューションを組み合わせて、睡眠関連の

呼吸障害や慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの診断、治療、管

理を簡素化している。 さらに、患者は電話で毎日治療を受ける

早期発見の拡大が、将来の最も起きる可能性の高いトレンド

の一つであると調査回答者たちが認識していることが明らかに

なった。 早期発見の拡大は、人々が自分自身の健康状態の把

握するための方法、医療従事者との関わり方、そして医療サー

ビスに対する需要がどのように引き起されるのかが変わるだろ

う。 しかし、このことは、2 つの重要な問いをもたらす。 誰がこれ

らのサービスの提供者となるのか？そして、患者が自分の診断

結果につき、何かわからないことがあった場合、まず誰に相談

すればよいのか。 ペイヤー、医療機関、民間企業（製薬企業、

医療機器メーカー、医療技術系企業）にとっては、これは顧客

や患者との新しい関係性を構築するチャンスである。

診断や治療法の選択には、大規模なデータに依存する AI
もますます多く含まれるようになるでしょう。 そのようなデータ ・

プールは、現在、医療システムの中のいくつかの場で構築され

ている。 たとえば、EUでは、100万人分のゲノムのプールを構

築しており、一部の健康保険会社ではすでに生体材料を収集

している。 一部の国で導入されている、EHR （電子カルテ）は、

多くのデータポイントを組み合わせ、医療従事者がデータ・プー

ルをスクリーニングし、適切な診断や治療法を特定できるように

している。 しかし、データの安全性については懸念が残ってい

ることから、今回の調査では、専門家の 73%がデータへの不

安が新価値の創出の普及を妨げる主な要因であると考えてい

た。 ヘルスケア分野の医療従事者にとっては、アルゴリズムと

関わる医師の役割をどのように定義するかなど、他の疑問や課

題も生じている。 また、誰がアルゴリズムをコントロールし、チェッ

クするのかという問題も残る。 医師と患者の双方が機械を信頼

し、賢く利用できるようになるには、時間をかける必要がある。

治療法の選択のプロセスの中には、ゲノム、メタボローム、さら

にはマイクロバイオームのプロファイリングなどが含まれるように

なり、最終的には個別化された治療法が実現する。 これは、特

に重篤な疾患に関連していることであり、医師と患者は、個別

化されたアプローチを受け入れる必要がある。

また、ある治療法があったとしても、その治療法が特定の遺伝

子プロファイルに効かないため、適切ではない場合もある。 医

変革するペイシェント・ 
ジャーニーから派生する、
医療従事者と患者の 
新たな関係を築くための
複数の機会
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ことができる。 同様に、Sharecare社の「Unwinding Anxiety®
アプリ」は、デジタルのプログラムを通して、お互いに一歩一歩

進みながら、慢性的な不安に悩む患者をサポートしている。

これらの事例は、患者、医療システム、そして社会全体にお

ける慢性疾患の負担を軽減し、大規模な変革をもたらす可能

性がある。 これらのイノベーションが大規模に再現されれば、

今日の医療の重要な部分を占める慢性疾患の治療全体が一

変するだろう。 ペイヤーは、日常生活において大きな影響力を

持つようになり、コストと節約のバランスを取ることができれば、大

きな競争力を享受することができる。 また、イノベーションを生

み出す新興企業や成長企業、イノベーションを購入する製薬

会社、イノベーションを提供する医療機関など、他のプレイヤー

もこうしたイノベーションを後押しする可能性がある。

最後に、イノベーションは、2 つの異なる方向性の動きを引き

起こす、と私たちは考えている。 Care to cure から cure to care 
である。 Care  to cureとは、これまで継続的なケアが必要だっ

た難病が、CGTのような 1回限りの治療で治せるようになること

を指す。 そして、Cure to careとは、1回限りの治療が、患者の

サポート、教育、ケアマネジメント、ライフスタイルの変化などの

ための長期的なデジタルプログラムによってサポートされるよう

になることを意味している。 J

J:  イノベーションが未来のペイシェント・ 
ジャーニーに与える影響 #2
Survey questions

非常にそう思う非常にそう思わない

データ・プール（ゲノム・データベース、
がん登録）の重要性が高まる

早期発見・早期診断が日常的に
行われるようになる

デジタル技術は、予防、早期発見、治療
法の選択、治療の監督・コーチングに 
おいて重要な役割を果たすが、治療その 
ものとしての役割はない

デジタルによる継続的なモニタリング
やコーチングが普及することで、 
慢性ケアは大きく変わる

個々の患者に対する治療法の選択 
には、ますますゲノム・プロファイリング
と個別化治療が行われる

新しいモダリティ（mRNA、細胞
や遺伝子治療）が長期に渡る 
治療を一回限りの治療で代替する

 

Source: Roland Berger
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ヘルスケア市場のデジタル変革は加速している。 そして、パン

デミックが終息したとしても、この傾向は変わらないだろう。 2020
年には、医療機関の内、60%が新しいデジタル製品を導入し、

42%が既存のデジタル変革の計画の一部、または全ての取り

組みのペースを上げた。 27　あらゆる組織が、多数の新しいア

プリケーションや顧客サービスをサポートするために、より強力

なコアシステムを必要としている。 今回の調査回答者は、2026
年までにデジタル製品・ サービスがヘルスケア分野の総支

出の 12%を占めるようになると認識しているが、これは昨年の

「Future of Health」の調査結果と一致する推計である。 デジタ

ルヘルスの市場規模は、全世界で 1兆ユーロに達すると予想

されている。 K

デジタル技術をはじめとするさまざまなイノベーションがヘル

スケア市場に登場することで、コスト上昇のスピードが増す可能

性がある。 これは、より費用のかかる新しい治療法の使用、既

存の治療法へのアドオンとしてのイノベーション的技術の導入、

病気や症状に対する認識と早期治療の増加などの要因によっ

て推進されるだろう。 同時に、デジタル技術のイノベーションは、

部分的には従来の古いアプローチに取って代わり、より優れた

予測やより知的な治療法の選択することで一部のコストは完全

に回避されるかもしれない。 たとえば、プラットフォームを利用し

て希少疾病の患者を特定したり、慢性疾患の患者に低コストの

デジタル治療を行ったりするなど、拡張性と効率性の向上により、

3 / ヘルスケア市場への影響
 イノベーションによる影響

K:  デジタルがヘルスケア分野は、2026年までに12%を占めるようになる
医療費のシェアと市場規模の予測

27 CBS Insights （2021年） State Of Healthcare Q2'21 Report: Investment & 
Sector Trends To Watch, p. 12

Source: Roland Berger

市場規模 
[EUR bn] 

2026年では、医療費総額の12%が 
デジタル製品/サービスに充てられるようになる

調査  
2021

12% 

調査
2019

8% 

調査  
2020

12% 

世界

1,000
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えていくかという戦略を立て、市場シェアや価格、あるいは患者

の誘導や交渉の能力を最適化する必要がある。 そして何よりも、

常に警戒していなければならない。 Covid-19 のような新しいリ

スクの出現は、時にシナリオを迅速に、かつ予見困難な方法で

適応させる必要があることを実証している。  

さらなるコスト削減が期待できる。 「フィジカル」な技術革新でも、

患者が長生きすればするほど治療費が増え、一方、患者が治

れば治療が必要なくなるため費用が減るという、似たような効果

が起こりうる。

どちらの効果が大きいのか？専門家の意見は分かれていた。

最も多いのは、「コストが増加」と考える人（42%）、次いで「減少」

と考える人（33%）、「現在の成長率通り」と考える人（25%）だっ

た。 その中で、ペイヤーや医療関係者は、コストの伸びが加速

すると予想し、新興企業やテクノロジー・ プラットフォーマーは

伸びが鈍化すると予想するなど、プレイヤーのタイプによって回

答に興味深い違いがあることがわかった。 L

社会的な課題として、国民の健康増進と引き換えに、増える

医療費をどう対処すべきかを考える必要がある。 また、「患者の

自己負担が増えるかどうか」という質問に対しては、アンケート回

答者の意見はほぼ半々であった。 このように、医療費の高騰は、

国民個人と医療システムのいずれにも等しく発生する可能性が

ある。 また、経済的な制約もイノベーションの障害になる可能性

があり、この点については、調査の回答者の50%が言及していた。

したがって、社会で新しい技術が一般的に使用されるように

なったときに、社会的なコストがどのように変化するかについて

のシナリオの作成を始めることをお勧めしたい。 利益と規模の

経済のバランスを取りながら、イノベーションに報いる公正な価

格設定のための新しいメカニズムが必要となるだろう。 処方箋

の管理システムが必要となり、リスク調整の仕組みも適応しなけ

ればならない。 さらに、既存の治療法をイノベーション的な技

術で置き換えるのか、それとも従来のアプローチに加えたかた

ちでイノベーションを提供するのかについては、厳しい決断が

必要となるだろう。

この進展は、第 4章で述べるように、ヘルスケア市場のさまざ

まなプレイヤーに具体的な影響を及ぼす。 しかし、全体として

は、全てのプレイヤーが、市場とコストが今後どのように推移す

るかのシナリオを描き、可能な抑制策を特定することを推奨した

い。 また、どのようにして自分たちに有利な方向にバランスを変

L:  将来のヘルス・イノベーションは、 
医療システムのコストを増加させるのか、 
減少させるのか？

Source: Roland Berger

42%
増加

33%
減少

25%
現在の成長率 
通り

COST 
デベロップメント
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このような医療制度の変革が、ヘルスケアプレイヤーにとって

どのような意味を持つのでしょうか？その全体像を把握するた

めには、この問いを二つの側面から見ていく必要がある。 まず、

どのプレイヤーが今後どのような変革をもたらすのだろうか？そ

して第二に、来るべきシステムの変化に対して、プレイヤーはど

のように対応すべきなのか？以下、これらの問いを順番に見て

いきたい。

4.1.    どのプレイヤーがどのような変革をもたらすのか？

このようなヘルスケアの変化に対して、医療関係者はそれぞ

れ異なる役割を担っていくだろう。 調査参加者に、医療従事

者、ペイヤー、テックプラットフォーム、スタートアップ、製薬 ・医

療機器メーカー、政府、あるいは患者などの市民のうち、どのプ

レイヤーがさまざまなトレンドの主役だと考えているかを尋ねて

みたところ、以下のような答えが返ってきた。 全ての人が全てを

行うことは考えにくく、これらの異なるタイプのプレイヤーを区別

することが重要だという認識が示された。 たとえば、製薬業界や

医療機器業界が「フィジカル」なイノベーションを推進し、ハイテ

ク企業はエコシステムを中心に、早期発見とデータ活用を推進

すると考えているようだ。 これは、民間企業がイノベーションに

投資し、市場に投入するという従来の状況を踏襲したものであ

る。 回答者はさらに、医療機関と製薬 ・医療機器メーカーが一

緒になって、治療法の選択の個別化を推進すると考えている。

これは論理的に考えて、これらのプレイヤーは、患者へのアク

セスを持っているため、ここに変革をもたらす可能性があるから

である。 M

4 / 各プレイヤーへの示唆
 異なる役割

M:  誰がどのような変革をもたらすのでしょうか？
Percentage split, remainder distributed among other players (not shown here)

Source: Roland Berger

早期発見・早期診断は日常生活の 
一部となる

26% Tech platforms
24% Startups

データ・プール(ゲノム・データベース、
がんレジストリー）の重要性が高まる

28% Tech platforms
25% Industry

個々の患者に対する治療法の選択に
は、ゲノム・プロファイリングと個別化 
治療がますます重要になる

38% Industry
27% Providers

新しい治療法（mRNA、細胞、遺伝子 
治療）により、長期的な治療から 
一回限りの治療に変わる

63% Industry
16% Tech platforms

デジタルによる継続的なモニタリングや
コーチングが普及することで、慢性医療
は大きく変わる

21% Tech platforms
20% Startups
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るのではないか？という問いかけも行った。 しかし、ここで専門

家たちの意見は分かれた。 O

それぞれのプレイヤーの役割がはっきりとわかるのは、大規

模なデータ ・ プールの開発である。 政府も民間企業も両方が

これに取り組んでいる。 たとえば、最近、欧州 13 ヵ国では、国

境を越えたゲノム情報へのアクセスを可能にする宣言に署名

した。 その目的は、疾病の理解や予防を最適化し、個別化医

療と標的薬剤の処方につなげることである。 この共同研究で

は、希少疾患、がん、脳関連疾患に焦点を当てている。 28　同

様に、米国では、NIH　(National Institutes of Health）をはじ

めとする連邦機関や公的コンソーシアムが、大量の Covid-19
データや計算資源をオープンアクセスで提供している。 29    また、

民間セクターでは、Verily Life Sciences社が設立したコネクテッ

ド ・ リサーチ ・ エコシステム 「Baseline」などの活動が行われて

いる。 このエコシステムの中では、テクノロジー企業、ヘルスケア

企業、ライフサイエンス企業が、技術の最適化、実世界のデー

タへのアクセスの向上、臨床試験の効果の最適化などを目的と

して、それぞれのリソースを束ねている 30

イノベーションの基盤となるデータへのアクセスについては、

回答者たちは、技術系プラットフォーマーと医療機関が最もアク

セスしやすく、次いでペイヤーと製薬 ・医療機器メーカーが続

くとしている。 そのため、全てのプレイヤーは、データへのアクセ

スにおける本来持っている優位性を利用するか、データに直接

アクセスできない場合には、直面するハードルを克服するため

に、データに関する戦略を立てる必要がある。 N

また、各プレイヤーの役割について、いくつかの具体的な仮

説を検証した。 おそらく最も興味深いのは、Big Tech企業の

将来の役割に関するものである。 これらの企業は、デジタル診

断や治療法そのものを提供するのではなく、テクノロジー・ エコ

システムに注力することになると考える回答者が、そう考えない

回答者よりも多かった。 これは、昨年の調査で指摘された傾向

と一致している。 Big Tech企業がヘルスケア分野全体を掌握

するというこれまでの予想は、時間の経過とともに既に薄れてき

ている。 また、私たちはブロックバスター薬物療法から個別化

治療へのシフトに伴い、価値創造も製薬企業から医療機関（個

別化治療を提供できる唯一のプレイヤー）にある程度移行す

28 European Commission (2018年): EU countries will cooperate in linking 
genomic databases across borders

29  National Institutes of Health (2021年): Open-Access Data and 
Computational Resources to Address Covid-19

30  Verily (2021年): Connecting research participants with studies and offering 
an    end-to-end digital platform for clinical research

N:  健康関連のデータに最もアクセスできるのは 
誰か？
Percentage split

注：パーセンテージ分割。複数選択可

Regulators 24%

Tech platforms 54%

Patients/citizens 27%

Providers 56%

Others 2%

Industry 34%

Startups 8%

Payors 38%

Source: Roland Berger
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最後に、今のところ誰も担っていないと思われる役割がある。

それは、患者や医療従事者に新しい技術を教育することだ。 こ

の調査では、回答者の 55%が、医療従事者の消極性が技術

イノベーションの障害になっていると答えている。 教育活動で

はお互いに、情報を提供し、不安を取り除き、新しい技術やア

プローチが、効率面とコスト面を含め、患者や医療従事者にとっ

てどのようなメリットがあるのかを示すことが重要である。 教育者

としての明確な候補者がいないため、さまざまなプレイヤーが市

場に参入し、信頼を築き、潜在顧客を獲得する機会が生まれ

ていることを全てのプレイヤーが意識すべきことである。

4.2.    各プレイヤーはどう対応すべきか？

ヘルスケア分野の変革に対して、さまざまなタイプのプレイ

ヤーはどのように対応すべきか？そのために「フィジカル」、「デ

ジタル」、「フィジカルとデジタルの組合せ」 など、さまざまなタイ

プのイノベーションに対し、各プレイヤーたちにはどのような役

割を果たすのか。 以下では、さまざまなタイプのプレイヤーを

順番に取り上げ、彼らにとってのイノベーションの意味を考察し

ていきたい。

製薬・医療機器業界

ライフサイエンス業界の代表格である製薬会社や医療機器

メーカーは、長きにわたりヘルスケア市場におけるイノベーショ

ンの原動力となってきた。 製薬会社や医療機器メーカーは、

病気のメカニズムに関する基礎研究、治療薬のためのプラット

フォーム技術の研究開発、患者にとって治療がスケーラブルで

アクセスしやすくなるためのトランスレーショナルサイエンスなど

を実施し、アカデミア以外の場で働く研究者の主な雇用者とな

るため、この役割はおそらく変わらないだろう。  

しかし、今後変わるのは、新しい治療法や医薬品を開発する

ための基盤となる技術プラットフォームである。 これらの技術基

盤は、すでにその数も複雑さも急速に拡大している。 従来の医

薬品は、分子を中心とした「フィジカル」 なものだったが、現在

その「フィジカル」なものは、生きた細胞やウイルス、さらには単

なる遺伝情報にまで広がりつつある。 製薬会社は以前からこう

した新薬の基盤となる技術プラットフォームに注目しており、業

界をリードするプレイヤーはこうしたプラットフォームを全面的に

採用するようになってきている。 さらに、「フィジカル」 なイノベー

ションと「デジタル」なイノベーションの融合が医療機器メーカー

を中心に、そして最近では製薬企業によって進められている。

現在、ライフサイエンス業界では、外部イノベーション、つまり

自社の研究開発部門以外の場で起きるイノベーションを志向す

る傾向が見られる。 外部のイノベーションにアクセスするために、

企業はオープンイノベーションのモデルを採用し、知識の共有

と協力の Win-Winモデルを受け入れている。大手製薬会社は、

O:  2026年には、以下のような記述が 
実現しているでしょうか。
アンケートの質問

Big Tech*では、デジタルを活用し
た診断や治療法を提供することより
も、テクノロジーのエコシステムに
焦点を当てていくであろう。

ブロックバスター型薬物療法
から個別化治療への移行に
より、価値創造の担い手も、
製薬会社から医療機関へと
部分的にシフトするであろう。

*  例：Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft、Tencent

Source: Roland Berger

非常にそう思う非常にそう思わない
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を提供することが多くなるだろう。また、モニタリングや予防といっ

た分野で活躍するかもしれない。 早期発見や診断、データへ

のアクセスにも大きな影響を与える可能性がある。そのためには、

信頼性が重要なファクターとなる。 ユーザーは、取り扱っている

情報が必ずしも自分自身の健康記録ではないものの、機密の

健康データをクラウドに保存しても良いと思えるほど、テック・ジャ

イアンツに信頼を寄せている必要がある。

ペイヤー

イノベーションに対して対価を支払うことは、常にペイヤーの

役割の一つであり、言い換えれば、イノベーションが適切な患

者に適切な価格で届くようにすることでもある。 しかし今日、この

課題はかつてないほど困難なものとなっている。

そもそも、ペイヤーは、将来的に押し寄せるイノベーションの

波とそれに伴うコストを対処しなければならない。 イノベーショ

ン自体は民間企業が推進するものだが、ペイヤーは、患者やそ

の他のプレイヤーがイノベーションをどのように利用するかにつ

いて、影響を与えることができるのだ。 たとえば、適切な治療法

を選択するための正確なシステムを備えたペイシェント ・ ジャー

ニーを構築することができる。 また、行動変容に基づくデジタル

ソリューションなど、コスト削減に役立つイノベーションを推進す

ることもできる。 因果関係を明確に把握することは困難ではある

が、ペイヤーは市場を注意深く観察し、シナリオを作成し、新し

い形態の診断や治療法に対処するための戦略的計画を立て

る必要がある。

ペイヤーが直面する 2 つ目の課題は、イノベーションによって

医療システムにおける役割が根本的に変わる可能性があるこ

とだ。 技術イノベーションにより、より多くの権限が患者に移って

いく。 ペイヤーは、患者に近いという利点を活かして、より多くの

データへのアクセスを確保し、アップセリングなどの新たな収益

源を生み出すことができる。 しかし、私たちは、保険会社はま

だイノベーションに十分に、そして真剣に取り組んでいないとい

う印象を抱いている。 保険会社が早急な対応の必要性を理解

し、患者導線の整備、電子カルテの導入、強力なエコシステム

「イノベーション ・ レーダー」を設置し、ベンチャーキャピタルを

利用して有望なイノベーション的資産を獲得している。 多くの

場合、買収後すぐに統合するのではなく、買収した企業と距離

を置くことで、イノベーションの文化を維持しながら、必要な部分

には慎重に機能的な卓越性を導入している。

デジタルスタートアップ企業と成長企業

新興企業もまた、ヘルスケア分野のあらゆる領域におけるイ

ノベーションの強力な推進力となっている。 将来的には、スター

トアップ企業は、ライフサイエンス分野の既存企業、中でも特

に医療機器メーカーや医療従事者、さらにはペイヤーと提携し、

これらのパートナーシップを通して製品やサービスを開発したり、

試験的に運用を行ったりすることになるだろう。 ここでのイノベー

ションとは、スマートフォンなどのセンサーを利用した一般的な

診断から 31、医療 IT、AI、データ分析、ロボティクスまで、幅広

い分野をカバーするものとなるだろう。

Doctolib 社、Caris Life Sciences 社、Kry 社、Noom 社、

Virta Health社、Babylon Health社など、実証済みのビジネ

スモデルと顧客基盤を持つヘルスケアの成長企業の中には、

すでにユニコーン企業になったのもあれば、そうなる可能性を

秘めたものもある。 その中には、ハイテク企業やヘルスケア分

野の他の戦略的プレイヤーに買収される可能性のある企業

も含まれるが、ほとんどの企業の場合、時の試練に耐えられず、

存続することは難しいだろう。

テック・ジャイアンツ

ハイテク大手は、今後もイノベーションの重要な推進役であり

続けるだろうが、すべてを行おうとすることはないだろう。 本調

査の回答者は、デジタル診断や治療法そのものを提供するの

ではなく、テクノロジー・ エコシステム（プラットフォーム）の提供

に注力する可能性が高いとみている。 規制が緩やかで「自己負

担」 の多いヘルスケア市場において、健康な人々にサービス

31  Majumder, S. & Deen M.J. in Sensors, MDPI (2019年): Smartphone Sensors 
for Health Monitoring and Diagnosis
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の構築、新しいビジネスモデルへの挑戦などを開始しない限り、

変化のスピードは遅 と々して進まないだろう。

ペイヤーはまた、医療費増加の影響を体系的に把握し、コスト

動向が保険料体系やサービスに及ぼす影響を明確に把握する

必要がある。 これは、医療制度における将来の役割を確保し、長

期的な財務安定性を確保するために不可欠なアクションである。

医療従事者

医療従事者（医師、急性期病院、リハビリテーション病院、在

宅介護など、医療サービスを提供する全ての医療関係者を含

む） は、ビジネスモデルをデジタル化し、患者とスタッフの両

方にデジタルでサポートされたプロセスを提供する必要がある。

また、患者のニーズに合わせて個別にデザインされた治療法

や、ゲノム情報に基づいた治療法を提供するケースも増えてく

るだろう。 病院は、産業界とペイヤーの間の橋渡し役として、ハ

イテク医療においてより大きな役割を担うことになるだろう。 また、

病院はジェネラリストではなくスペシャリストになるための準備が

必要で、患者固有の診断に基づいて個別の治療を提供するこ

とになる。

さらに、医療従事者は、慢性疾患の患者と健康な患者の両

方に、永続的かつ長期的なサービスを提供する方向に進む必

要がある。 これは、一時的な治療を中心とした現在のビジネス

モデルを大きく変えるものだ。 永続的なサポートへの移行には、

デジタル ・ イノベーションと革新的な治療法を組み合わせて、

新しいハイブリッド製品を形成することになる。 「フィジカル」 な

現場での治療と新しいデジタルソリューションやサービスを組

み合わせることで、新しいサービス品質を実現することができる。

今後の成功の鍵となるのは、専門性である。 専門性のある医療

従事者は、より大きな市場シェアを獲得し、世界的なプレイヤー

になる可能性がある。 P

P:  2026年において、以下の記述は正しいで 
しょうか？
アンケートの質問

少数の、高度に専門化した 
医療従事者のマーケットシェア
は拡大する

Source: Roland Berger

非常にそう思う非常にそう思わない

1 2 3 5 6
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「フィジカル」と「デジタル」の両方の世界が融合し、ヘルスケア分野のイノベーション

を強力に後押ししていることが明らかになった。この新しい次元の変革により、医療の

質は向上し、多くの市場機会が生まれると同時に、大きなコストの脅威が発生すること

になる。ペイシェント・ジャーニーは変わり、そして、権力は患者に移っていくだろう。こ

れに対応するため、プレイヤーは自らの選択肢を見極め、場合によっては自らの役割

を再定義する必要がある。成功するプレイヤーは、新しいビジネスモデルを開発する

か、少なくとも既存のモデルを適応させるだろう。

この変革のスピードと、それがもたらすさまざまな分野の変革を考えると、プレイヤー

は足元を固める必要がある。このジャングルのような混沌の中で、成功への道筋はま

だ見えない。しかし、成功のための基本的なレシピはいくつか明らかになりつつある。

したがって、市場参加者には、新しいエコシステムがますます重要になるため、プラッ

トフォーム思考とコラボレーションに焦点を当てるよう、アドバイスしたい。オープンイノ

ベーションのネットワークに参加できることは、この分野に携わるすべての人にとって

の競争力になる。プレイヤーたちは、自社の「フィジカル」な製品、サービス、ビジネス

モデルにデジタル要素を加えることで、提供するサービスを向上させ、競争力を維持

するよう努力する必要がある。イノベーションに関しては、各プレイヤーが戦いの場を

選ぶことをお勧めしたい。全ての分野で同時に戦うことは不可能であり、実際に全て

の分野でイノベーションの最前線に立つことが必ずしも経済的に報われるとは限ら

ないからだ。

現代のイノベーションは非常に複雑で多面的であり、プレイヤーは何が起きているの

か、それが業界にどのような影響を及ぼすのかを理解するために多大な労力を費や

す必要がある。そして、それが業界にどのような影響を与えるか。どのようなタイプの

プレイヤーであれ、さまざまなシナリオを想定して計画を立て、今後の出来事を察知

して柔軟に対応する能力を磨くことをお勧めしたい。イノベーションと「フィジカル」と 
「デジタル」の融合は、世界が過去に比べて、計画を立てることや予想することが困難

になっていることを意味する。明日のヘルスケア分野の展望として、プレイヤーは予

期せぬ事態を想定しておく必要がある。 
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