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MICTコンサルティング株式会社

大西 大輔

アフターコロナに向けての
New Normal戦略
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本日の目次

・医療界をめぐる環境の変化

・医療ＩＴ化政策の流れ

・アフターコロナに向けてのNew Normal戦略

（業務効率化と３密対策）

・まとめ
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医療界をめぐる環境の変化
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データから見る我が国が直面している課題

55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20（年）

国民医療費

42.6兆円（2018年）

高齢化率（65歳以上）

28.1％（2018年）

総人口

１億2642万人（2018年）

生産年齢人口（15～64歳）

7557万人（2018年）

人口減少・超高齢社会 医療費の急激な増加

人手不足・担い手不足 医療費の削減

高齢者増加の地域格差

地域ごとの医療政策が必要に

出典：平成29年版厚生労働白書（厚労
省）・人口統計（総務省）を加工して作成

出典：医療提供体制を取りまく現状等に
ついて‐中医協総会2019（厚労省）
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超高齢社会
（人生100年時代） 生産人口の減少

医療技術の進歩

医療費の増大

機能分化・連携

働き方改革
（生産性向上）

医師・医療従事者の負担軽減

タスクシフティング
タスクシェアリング

ICTの利活用

医薬品の適正使用

かかりつけ機能
の評価

重複・残薬
の削減

対物業務から
対人業務を評価

地域包括ケア
（在宅医療・
多職種間連携）

効率化・適正化を通
じた制度の安定性・
持続可能性の向上

医療従事者の負担軽減、医師
等の働き方改革の推進

患者・国民に
とって身近で
あって、安心・
安全で質の高い
医療の実現

医療機能の分
化・強化、連
携と地域包括
ケアシステム
の推進

社会保障制度の安定性・
持続可能性の確保

人手不足の深刻化

基本認識＝我が国の直面する課題

具体的方向性＝診療報酬改定の評価・見直し

令和2（2020）年度診療報酬改定の基本方針

出典：令和２年度診療報酬改定の基本方針（概要）（厚労省HP）を加工して作成
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Covid-19 感染拡大の現状

全
国
に
緊
急
事
態
宣
言

緊
急
事
態
宣
言
の
延
長

緊
急
事
態
宣
言
の
一
部
解
除

出典：新型コロナウイルス感染症まとめ、国内の発生状況（Yahoo 2020/10/07現在）

緊
急
事
態
宣
言
の
完
全
解
除

再
拡
大

ビフォアコロナ ウィズコロナ アフターコロナ

ポストコロナ時代
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超高齢社会
（人生100年時代） 生産人口の減少

医療技術の進歩

医療費の増大

機能分化・連携

働き方改革
（生産性向上）

医師・医療従事者の負担軽減

タスクシフティング
タスクシェアリング

ICTの利活用

医薬品の適正使用

かかりつけ機能
の評価

重複・残薬
の削減

対物業務から
対人業務を評価

地域包括ケア
（在宅医療・
多職種間連携）

効率化・適正化を通
じた制度の安定性・
持続可能性の向上

医療従事者の負担軽減、医師
等の働き方改革の推進

患者・国民に
とって身近で
あって、安心・
安全で質の高い
医療の実現

医療機能の分
化・強化、連
携と地域包括
ケアシステム
の推進

社会保障制度の安定性・
持続可能性の確保

人手不足の深刻化

基本認識＝我が国の直面する課題

具体的方向性＝診療報酬改定の評価・見直し

令和2（2020）年度診療報酬改定の基本方針とCovid-19の対応

Covid-19の感染拡大

医療体制の崩壊危機

院内感染対策

医療従事者・患者の
安全性確保

オンライン診療
の利用制限緩和

出典：令和２年度診療報酬改定の基本方針（概要）（厚労省HP）を加工して作成

ICTの利活用

医療提供体制
の安定

診療報酬
の引き上げ

対応資金
の補助
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「新しい生活様式」

新しい生活様式に合わせた変革が求められる

厚労省は５月４日、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を踏まえ、新型コロナウイルス
を想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、今後、日常生活の中で取り入れ
ていただきたい実践例を公表。
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次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について（厚労省）

出典：次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について（2020/9/通知）
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ウィズコロナで変わったこと

ビフォアコロナ
ウィズコロナ

生活様式 受療行動

感染症対策
季節系疾患が多い（かぜ、花粉症、

インフルエンザなど）
マスク着用、手洗い、「３密」を

避ける
感染症予防の徹底により、季節系

疾患の減少

働き方 満員電車で通勤・通学
リモートワークの推奨会社への出

勤が減少
都心部への通勤が減少

都心部での受診減少、交通事故の
減少

娯楽・飲食
人が集まるところ
で、制限なし

密を避ける
（フィジカルディスタンス）外遊

び、家遊び

人の接触が減り
感染症が減少

購買 店舗メイン ネット販売 オンラインの普及

受診環境
待合室は混雑
長い待ち時間

医療機関でのクラスター発生の報
道などから外来受診を控え

在宅、電話診療やオンライン診療
を希望する患者が増加
手術検査が減少

受診頻度 気軽に、月１回
長期処方が進む（2カ月、３カ

月）
重症化が進む

受診方法
基本は通院

通院困難者は在宅
オンラインは限定

受診方法が自由（距離・時間・場
所）に選べるようになった

ウィズコロナで、生活様式と受療行動に大きな変化をもたらしている⇒New Normal
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医療IT化政策の流れ



(C) 2020 MICT All Rights Reserved. 12

IT＝Information Technology

院内のデジタル化（共有）

ICT＝Information＆Communication

Technology

地域包括ケアシステム

院内の I T→地域の I CT→社会のDX

DX＝Digital Transformation

デジタル社会の変革

Before IT

アナログ時代

デジタル技術を使いこなすことで新
たな価値が生み出される

医療ITの流れ（IT⇒ICT⇒DX）

IT化の効能：時間・距離・場所を限りなくゼロに近づける
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医療ITの歴史

1972 日本で初めて医事コンピュータが発売される

1980 オーダーエントリーシステムの普及開始

1995 診療支援システム（旧電子カルテ）の普及開始

1999 法的に電子カルテが認められる
（診療録等の電子媒体による保存について【厚労省通知】）

2001 医療ＩＴ化に関するグランドデザイン 第１弾
（保健医療分野の情報化にむけてのグランドデザイン）

2004 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

2005 医療ＩＴ化に関するグランドデザイン 第２弾
（医療・健康・介護･福祉分野の情報化グランドデザイン）

2006 レセプトのオンライン請求の義務化

2008 電子画像管理加算（フィルムレス）の新設

2009 レセコンおよびソフト購入に関する助成金

2010 医療分野のクラウド解禁
（診療録等の保存を行う場所についての一部改正【厚労省通知】）
デジタル映像化処理加算の廃止

2012 レセプトコンピュータチェック
（突合点検・縦覧点検）開始

2016 検査・画像情報提供加算、電子的診療情報評価料の新設
遠隔診療の内容の明確化
紹介状等のデジタル化認可、お薬手帳のデジタル化認可、
電子処方せん解禁

2018 オンライン診療料の新設

2020 オンライン服薬指導の新設
時限的にオンライン診療の実質制限の解除
感染対策、医療体制確保のための補助金

2021 保険証のオンライン資格確認の開始

2025 地域包括ケアシステムの完成予定

医療ITの歴史は約48年前、レセコンの発売開始から、その後、オーダーリング、
電子カルテと発展を遂げる。2000年代に入り、政府は積極的にITの活用を進め
ており、特に2010年の医療分野のクラウド解禁より、2025年の地域包括ケア
システムの完成を目指して、医療・介護の情報共有がITのテーマになっている。
直近はオンラインがITの目玉となっている。
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レセプト電子化

フィルムレス

クラウド解禁

ICTを活用した
医療連携

カルテ電子化2001

2006

2008

2010

2016

電子カルテを普及→院内のIT化

レセコンを普及→院内のIT化

フィルムレス→院内のIT化

クラウド解禁→地域のICT化

地域ICT化評価→地域包括ケアの推進

オンライン診療で新受診スタイル

オンライン資格確認⇒PHR

デジタル化の

ベースを構築

地域間の情報共有仕組み

デジタル化による効率化

オンライン診療

オンライン資格確認

2018

2020

2021

IT＝デジタル化

ICT＝デジタル
コミュニケーション

DX＝デジタルトランス
フォーメーション

デジタル化による社会変革

（ビジネスモデルが変わる）

医療IT化政策の整理
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オンライン診療・服薬指導の影響

診療所 薬局

患者さん

遠隔

（オンライン）

在宅
外来

診
療
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化

電子

処方せん

配達来店

ICT化（処方せん・情報提供）

医
薬
品
の
受
領
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化

生活（消費）スタイルの変化
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オンライン資格確認

出典：オンライン資格確認導入の手引き（厚労省）
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新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン

医療機関情報の開示

（情報の非対称性の解消）

電子処方箋の仕組み整備

（スムーズな処方）

PHRの整備

（マイカルテ構想）

2022年に

運用開始

出典：新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて，2020（厚労省）
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デジタルヘルス集中改革プラン

出典：新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン
について，2020（厚労省）

オンライン資格確認→特定健診・薬剤情報→電子処方箋→日本版PHRへ
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健康寿命延伸に向けたデータヘルス改革

出典：第4回データヘルス改革推進本部資料,2020（厚労省）

AIを活用し

て医療の質

を向上

データを活

用して生活

の質を向上

患者情報の共

有による診療

の効率化

PHRによる

健康・予防

の推進
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健康・医療・介護・福祉分野においてのAIの開発・利活用が期待できる領域

出典：保健医療分野ＡＩ開発加速コンソーシアム
議論の整理と今後の方向性（厚労省,2020）
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AI活用に向けた工程表

俯瞰図に基づくAI開発促進のための工
程表（案）（厚労省,2020）
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アフターコロナに向けての

New Normal戦略

（業務効率化と３密対策）
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生産性とは何か

投入量

インプット

産出量

アウトプット

人件費 医薬品・材料費

委託費 設備関係費

その他経費

売上高＝患者数×患者単価

（経費最小）

（売上最大）

生産性は「アウトプットをイン
プットで割った」計算式で算出

経営とは非常にシンプルなもので、その基本はいかにして売上を大きくし、いかにして使う経費を小
さくするかということに尽きます。利益とはその差であって、結果として出てくるものにすぎません。
したがって私たちはいつも売上をより大きくすること、経費をより小さくすることを考えていればよ
いのです。
常識や固定概念にとらわれてはなりません。売上最大、経費最小のための努力を、日々創意工夫をこ
らしながら粘り強く続けていくことが大切なのです。

（稲盛和夫 京セラフィロソフィより）
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看護師・コメディカル

医療事務・看護助手

ロボット（自動化,AI,RPA）

医師事務作業補助
（タスクシフティング）

事務作業を自動化

コスト高

コスト低

医療における自動化とタスクシフティング

医師

診療・診断を効率化
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受付・待合室の現状

☑受付が狭いとスタッフ同士の距離が近い（密閉）

☑待合室で患者が多く滞在する（密集）

☑患者と医療従事者は至近距離で接している（密接）

早急にこの改善に取り組み、患者に告知しなくてはならない

→医療機関が「安心」「安全」と認識できなければ

患者は戻ってこない
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密閉空間の対策

どうすれば密閉空間での業務を減らすことができるか？

① スタッフの出勤人数そのものを絞る。

⇒ 時間差出勤（シフト制） 時短業務

② スタッフの業務場所を分散させる。

⇒ １室にできるだけ１人でできるオペレーション変革

③ ICTを活用して、業務を効率化（省力化）する。

⇒ 複数の電子カルテによる業務分散

⇒ オンライン資格確認による業務削減

⇒ レセプトチェックシステムによる業務削減
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複数電子カルテの導入による業務分散

受付 診察室 検査室 処置室 会計

分散処理による
時間短縮

場所当りスタッフ
の削減

人数を減らす 時間を減らす

端末を増やすことで、業務場所が増え、場所当りの人員減少につながる
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受付の
「業務削減」

ヒトからロボットへ
（間違えない仕組み）

登録時間の削減

電子カルテ
レセコン オンライン資

格確認の導入

保険証登録を減らす 資格過誤による返戻を減らす
登録業務を減らす

連携

オンライン資格確認による業務効率化

受付を自動化・ロボット化することで、スタッフと患者の接触機会が減少する

・

・リーダーは無償で配布されます。

・その他の費用は補助金が活用できます。

（診療所は３/４補助）

・マイナンバー（ICチップ）を読み取る

形式です。保険証は手入力となります。

・保険証が自動で登録できます。

・オンラインで資格確認ができると

資格過誤による返戻がなくなります。
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バック業務の
「生産性の向上」

スタッフの削減労働時間の短縮

電子カルテ
（レセコン） レセプトチェック

システム
の導入

時間を減らす 人数を減らすチェック業務を減
らす

連携

レセプトチェックシステムによる業務削減

システム化することでチェック作業が１/３に時間と人の減少につながる

レセプト
（全件）

レセプト
（エラー分）

１/３
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密集場所

どうすれば患者の待合室での密集を減らすことができるか？

① 待合室の席を絞る。

⇒ 患者同士のソーシャルディスタンスを確保できる。

② 待合室の滞在時間を減らす。

⇒ 「いつでも来る」から「決まった時間に来る」オペレーション変革

③ ICTを活用して、業務を効率化（省力化）する。

⇒ 予約システムによる来院コントロール

⇒ Web問診による事前トリアージ
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待合室の
「密集の改善」 待合室にいる患者数を減少滞在時間の短縮

予約システム

予約の順番が来てから来院 患者同士の距離を確保できる予約制を始める

予約システムによるタイムディスタンス

予約システムを導入することで患者の来院を制御し、密集を改善できる

電子カルテ

連携

タイムディスタンス
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外来の
「トリアージの向上」 問診内容により対応をわける

（外来、電話、オンライン）

問診記入時間
の短縮

電子カルテ

問診のWeb化

連携

事前にネットで問診 リスクを減らせる院内での問診
業務をなくす

Web問診によるトリアージ

Webで問診票を記入することで、リスクを減らすことができる
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密接場面

どうすれば患者とスタッフとの接触を減らすことができるか？

① 患者と医師・スタッフの接触機会を減らす。

⇒ 電話・オンライン診療による非接触・利便性向上

② 受付スタッフの人数を最小限に減らす。

⇒ 少人数で受付を回すオペレーション変革

③ ICTを活用して、業務を自動化（ロボット化）する。

⇒ 受付システムによる非接触

⇒ 自動精算機・セルフレジによる非接触
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電話・オンライン診療による非接触・利便性向上

診療の
「オンライン化」

省オペレーション

オンライン診療システム
の導入

新しい受診機会を増やす 対応人数を減らす
接触業務を減らす

電話・オンライン診療を導入することで、患者アクセスを増やし、医師・スタッフと患者の接触機会が減少する

患者アクセスを増やす

・

・ウィズコロナ・アフターコロナに備えて

オンラインを検討。

・オンラインは使われなくては意味がない。

・使われるためには患者のITバリアフリー

を解決する必要がある。

・オンラインは外来へ誘導するための

ツール。

・オンラインで継続受診、アドヒアランスを

高めよう。
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受付システムによる非接触

ヒトからロボットへ受付時間の短縮

自動受付機の導入

受付を自動化する 接触を減らす外で待てる

受付を自動化・ロボット化することで、スタッフと患者の接触機会が減少する

待合室の密が減る

７
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外来の
「精算自動化」

ヒトからロボットへ労働時間の短縮

電子カルテ
（レセコン） 自動精算機

セルフレジ
の導入

時間を減らす
接触を減らす

レジ業務をなくす

連携

自動精算機・セルフレジよる非接触

精算を自動化・ロボット化することで、スタッフと患者の接触機会が減少する
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まとめ
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旧 診療所 三種の神器 新 診療所 三種の神器

基幹システム

働きやす

い環境

マーケ

ティング

電子カルテ

PACS（画像

ファイリング）
レセコン

クラウド電子カルテ
（レセコン・PACS含む）

Webサイト・問診・予約 SNS・勤怠管理

新三種の神器
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「密閉」空間 「密集」場所 「密接」場面

業務の見直し

スタッフの配置の見直し
⇒時間差出勤（シフト制）
時短業務、配置転換
タスクシフティング

待合室の席を絞る
⇒患者同士のフィジカル
ディスタンスを確保

患者と医師・スタッフの接触
機会を減らす
⇒電話・オンライン診療によ
る非接触・利便性向上

オペレーション変
革

スタッフの業務場所を分散
⇒「１室に１人」でできる
集中→分散

②待合室の滞在時間を減らす
⇒「いつでも来る」から「決
まった時間に来る」
タイムディスタンス

②受付スタッフの人数を最小
限に減らす。
⇒「少人数」で受付を回す
自動化・オートメーション

IT・ICT活用

③ICTを活用して業務を「効
率化」する
⇒複数の電子カルテによる
業務分散
⇒レセプトチェックシステム
による業務削減

③ ICTを活用して業務を
「省力化」する
⇒順番・予約システムによる
患者コントロール
⇒Web問診による事前トリ
アージ

③ ICTを活用して、業務を
自動化（ロボット化）する。
⇒受付システムによる非接触
⇒自動精算機・キャッシュレ
スによる非接触

安心・安全な診療環境を提供するためにIT化活用

危機がもたらしたNew Normalに現場が対応できるか＝当たり前を壊せるかどうか
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医療のNew Normalへの対応

１． ICTを活用して「３密対策」を徹底し、安全な診療環境を作る。

２． 外来、在宅、オンラインなど「患者アクセス」の選択肢を増やす。

３． 医療機関での患者の「待ち時間・滞在時間」を減らす。

４． 患者への丁寧な説明、「アドヒアランス（患者の医療参加）」を高める。

５． 生産性を向上させる。

・ICT・AIの積極的な利活用

・自動化、業務効率化によるコストダウン

１．感染症対策の徹底

２．患者アクセスの多様化、オンラインへの期待

３．患者の待ち時間に関する意識の変化

４．ネットの普及による「情報過多」時代

５．AI・RPAによる技術革新（ICT・DX）

危機がもたらしたNew Normalに現場が対応できるか＝当たり前を壊せるかどうか

・環境の変化（Change）に対応できる「フレキシビリティ（柔軟）」
・医療の世界とデジタルの世界をつなぐ「トランスレーション（翻訳）」
・伝統（当り前）を破壊する「ブレイブ（勇気）」

New Normal 対応すべき事項
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ご清聴ありがとうございました。

MICTコンサルティング株式会社
大西 大輔（Daisuke Ohnishi）

〒247-0007
神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷3-2-1
E-MAIL：daisuke.ohnishi@gmail.com
HP : http://mictconsulting.com

MICTコンサルティング株式会社 代表取締役（ http://mictconsulting.com）
一般社団法人リンクア 理事（https://linqua.jp/）
メディキャスト株式会社 顧問（http://www.medicast.jp/）
穴吹医療福祉専門学校 非常勤講師(http://web.anabuki-net.ne.jp/amf/）
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アフターコロナに向けたHPの医療ビジネス戦略

2020年10月14日

株式会社日本HP

パートナー営業統括 第二営業部

部長 浦山 高明
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革新的なテクノロジーで、人々の暮らしをより豊かに

カリフォルニア州パロアルトの小さなガレージで

1939年に創業したヒューレット・パッカードは、

1963年横河電機様との合弁会社である

横河ヒューレット・パッカードとして日本での

営業展開を開始。

医療機器部門も有しておりましたが、

1999年にアジレント・テクノロジー様へ分割、

そしてフィリップス・ジャパン様へと

受け継がれております。



医療現場のICT化をサポート

電子カルテ端末

放射線画像読影用端末 ベッドサイド端末

医療機器制御端末

レセプト専用端末

病院受付用端末

CT・レントゲン画像端末



医療現場のICT化をサポート
パソコン シンクライアント ワークステーション ロングライフPC FAPC

価格 低価格 3-11万円 低価格 3-11万円 PCより高価格 20万円～ PC WSの間12-20万円 高価格 35-50万円以
上

供給期間 6-12ヶ月 約3年 2-3年 3年-5年 5-7年

性能 省スペース筐体など
選択可能

デュアルコアエント
リーモデルからク
アッドコア、4K4画
面対応モデルまで

高性能CPU、グラフィッ

クスカード、大容量メモ
リ、高速ストレージ、高
速インタフェース等搭載
可能

高性能CPU, シリアルや
Powered USB等豊富なイ

ンタフェース、デスク
トップ型、オールインワ
ン型も

一世代、二世代前の
CPU、特殊構成、レ

ガシーインター
フェースのサポート
など

保証 1-3年オンサイト保
証選択可能。
最長5年まで延長可
能。

3年間ハードウエアエ

クスチェンジクーリ
エ。平日当日オンサ
イト対応、最長5年ま
で延長可能。

標準3年間翌日オンサイト
対応休日修理。最長5年ま
で延長可能。

標準3年間翌日オンサイ
ト対応修理。
最長5年間製品供給、さ
らに5年間パーツ供給保
証でトータル10年間長期
サポートを実現。

1年間引取り修理
5-7年間保守契約

グローバルワランティ 国内修理対応

ターゲット 電子カルテ、介護シ
ステム、レセコン、
医療事務用端末など

Kiosk、サイネージコ

ントローラ、イン
ターネット専用端末
など

PACS、医療機器、分析機

器、監視システム、サイ
ネージ、AI、コントロー
ラなど

医療機器、分析機器など FA、マシンビジョン、

医療、分析機器、サ
イネージ、コント
ローラーなど
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医療現場で必要なHP製品群

電子カルテ用端末 高精細画像、PACS端末 医療機器制御用端末

電子カルテ入力、閲覧用端
末。キャスターで回診時な
ど移動時も自由自在。堅牢
性に優れたHP製ノートPC
が最適。

医療用画像管理システム用端
末。一般撮影、CT、MRIなど
画像撮影装置から受信画像
データを保管、閲覧、管理す
る事を目的としたHP製ワーク
ステーションが最適。

医療機器/分析・検査装置の
制御端末として多くの実績
があります。
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電 子 カ ル テ 、 介 護 シ ス テ ム

国内大手電子カルテベンダー、介護
系ベンダーで採用。

電子カルテシステム、レセプト
コンピュータ用端末は、デスクトッ
プPC、ノートブックPCが多く利用さ
れております。

HP Confidential. For use under Confidential Disclosure Agreement only.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 
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電 子 カ ル テ 、 介 護 シ ス テ ム

HP Confidential. For use under Confidential Disclosure Agreement only.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 

B
U

IL
T

 F
O

R
 B

U
S

IN
E

S
S

77% of HR and business 
managers of SMBs cite 
outdated systems and 

technology as their 
biggest workforce 

management challenge* 

HP Confidential. For use by HP or Partner with Customers under HP CDA only.

陽極酸化されたアルミニウムの筐体と強度に優れたキーボードデッキ

頑丈でスタイリッシュで使いやすい薄型のデザイン

医療現場に必要な多彩なセキュリティ機能も搭載*The Workforce Institute at Kronos, Work/life Balance Tops 
Higher Wages When Creating Engaged SMB Employees, July 2016

HP ProBook 450 G7/CT
HP ProBook 650 G5/CT
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電 子 カ ル テ 、 介 護 シ ス テ ム

Confidently complete work 
with the latest technology

SOLID STATE STORAGE

最大1TBの
高速PCIe SSDを選択可能

HDDとのデュアルストレージ
も可能

PROCESSORS

最新の第10世代 Intel® CoreTM

プロセッサー搭載
強力なパフォーマンスで生

産性を向上

MEMORY

カスタマイズで最大64GB
メモリが選択可能

POWERED FOR 
PRODUCTIVITY

あらゆるビジネスに不可欠な機能を
このパワフルな1台に

P R O  6 0 0  S E R I E S

WIRELESS LAN

Wi-Fi6に対応
ワイヤレス接続性を飛躍

的に向上
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高 精 細 画 像 、 P A C S 端 末

高性能を安定して使用できる信頼性
✓ 全世界で実績のある信頼と高性能

✓ 信頼性と安心の東京生産

✓ 長期供給

組込みニーズに対応した充実のサポート
✓ 標準保証365日オンサイト修理対応＆東京サポート

✓ 医療モニタ（EIZO、TOTOKU、Barco）検証

専任営業、マーケティング、エンジニアの
安心サポート体制

✓ 製品、OS、グラフィックスボード、メモリ、スト

レージなど最新ロードマップ情報共有

✓ 薬事申請支援、学会、医療業界紙やWeb広告

✓ 採用事例、検証情報、情報等の発信

✓ 新しいマーケットやパートナーのご紹介

✓ HP独自ソフトウェアによる検証評価へのサポート



医療ディスプレイメーカーとの協調
• 医療の現場で安心してご使用いただくために医療用ディスプレイメーカーと協調体制を

構築し、互換性検証を実施

• 互換性最新情報を公開中：https://jp.ext.hp.com/workstations/solutions/healthcare/

•

https://jp.ext.hp.com/workstations/solutions/healthcare/
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医 療 機 器 制 御 用 端 末

レガシーなインターフェースで接続拡張性を提供

長期間販売を実現
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医 療 機 器 制 御 用 端 末

一部地域を除く、世界
219ヶ国と地域でHPより直
接、または現地販売代理
店様を通じてご購入いた
だくことができます。

レガシーな
インターフェース

で接続拡張性を提供

HP Confidential. For use by HP or Partner with Customers under HP CDA only.

業務端末として最適な5年の長期販売期間を持つロングライフPC
を提供。堅牢制と耐熱性に優れ、卓上やカウンター内への設置や
筐体内部に格納されるコントローラーなどの用途にも最適。
レガシーなインターフェースを持つ周辺機器との接続にも、HP 
Engage Flex Proは多数のコネクターを搭載し高い接続拡張性を提
供。

*The Workforce Institute at Kronos, Work/life Balance Tops 
Higher Wages When Creating Engaged SMB Employees, July 2016

HP Engage Flex Pro
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HP Elite Dragonfly

一切妥協しない

ビジネスの生産向上を
追求したビジネス・
コンバーチブルPC

時間も場所も選ばない、
未来の働き方を実現するパ
フォーマンス

OPTANE H10

ストレージの高速化と大容量の
要件を同時に、かつコストを抑
えて実現することのできる、最

新のソリューション

頑丈な筐体

CNC削り出しのマグネシウムの筐体
は重量約999gと軽量ながら、どこ
にでも持ち出せる圧倒的な堅牢性

を実現

2in1コンバーチブル

タブレットとしても使用可能な2in1
コンバーチブルデザイン。オプ
ションのペンとあわせた使用など
シーンに合わせて多彩な使い方が

可能
HP Confidential. For use by HP or Partner with Customers under HP CDA only.
© 2019 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 

次世代メモリー技術で
ストレスフリーのPC生活を

写真も動画も保存できる
最大1TBの大容量

最高の「現実性能」を提供するSSD

インテル® QLC
3D NAND テクノロジー

インテル® Optane™ メモリー H10 ＆ ソリッドステート・ストレージ搭載



医療現場に最適なHP 製品群

耐久性、堅牢性に優れあらゆる医療機関で利用されている

HP ProBook 450 G7
15.6インチ・クラムシェルPC

HP ProDesk 600 G5 SF
デスクトップPC

HP Elite Dragonfly
13.3インチ・2in1コンバーチブルPC

HP Confidential. For use by HP or Partner with Customers under HP CDA only.
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第8世代インテル® Core™ プロセッサー/第10世代インテル® Core™ プロセッサーを搭載しており、
モバイルに最適な省電力性能とハイパフォーマンスを提供します。
バッテリの消費を最小限に、オフィスソフトウェアでの利用や4Kの視聴がより快適になります。

55
55

HP Engage Flex Pro
ロングライフPC
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H e a l t h c a r e  O f  t h e  F u t u r e

効率良く接続された

医療従事者

• 患者中心
• セキュリティ
• リスクの最小化

• 信頼
• お客様フレンド

リー

• シンプル
• 複数データソース
• ワークフロー

• 常にオン
• 常時接続
• 無限のスケール

• デバイスを介してチームで
患者の世話をする

• 信頼できるプロバイダー
ドリブン ソリューション
• エデュテイメント
• 親しみやすい

• 高度なインターフェイス
• セキュアで手間のないアクセス
• 複数のランディングサイト
• 適切なワークフロー

• 簡単ログイン
• 複数のユーザー デバイス

(クイック ・ スイッチ)
• 大型ディスプレイ
• 家族のような「コラボ」
• シームレスなドッキング/充電
• ワークロードに特化した APM

• DaaS
• パッケージ ・ ソリューション
• パートナーアプリ
• 遠隔患者モニタリング

• 患者の経路と位置認識
• ケア分析
• リテールチェックイン&支

払い
• コンプライアンス ・ ソ

リューション
(HAIs、薬管理、在庫管理)

集中して協創出来る

スペース
関与・満足した

患者
安全で効率的な

施設
活気に満ちた

どこでも

• 効率的
• 位置認識可能
• セキュア



57

Creating
healthcare  of The future

together



Confidential Confidential

株式会社AIメディカルサービス

アフターコロナに向けて
AI診断の課題と解決できること

2020年10月14日

AI Medical Service Inc. CEO 多田 智裕
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■目次

• アフターコロナで変わったこと

• 内視鏡AIの開発経緯

• 内視鏡AIで解決できること

• 今後の戦略

アフターコロナに向けた事業戦略、
内視鏡AIの研究開発状況および今後の展望についてご報告します

本日の内容

59



Confidentialアフターコロナで分かったこと
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内視鏡検査延期勧告が出される

２ヶ月で２年分のDXが進んだ

B to B SAASが急成長

アフターコロナで分かったことは、、

変化は徐々にではなく急激に訪れる



Confidentialアフターコロナで変わったこと

61

• 働き方、暮らし方の変化に適応し、

ニーズに適応した企業が伸びている

• デジタルヘルスにとっては破壊的創造

アフターコロナで確実になったことは、、

全世界共通で解決策を探すということ
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■目次

• アフターコロナで変わったこと

• 内視鏡AIの開発経緯

• 内視鏡AIで解決できること

• 今後の戦略

アフターコロナに向けた事業戦略、
内視鏡AIの研究開発状況および今後の展望についてご報告します

本日の内容
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Confidential人工知能による胃がん内視鏡画像読影支援システム開発
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青が日系

日本は診断機器の領域に強い

日本発祥である内視鏡で世界を目指す



Confidential
日本発祥である内視鏡で世界を目指す

内視鏡なら

日本のAIが世界市場を占有できる

機器が
普及、最新

医師が
数多い、レベル高い

検査数が
多い

医学が
レベル高い

データが
大量、質が良い

オリンパス・富士フィルム・HOYAで世界シェア「７割」

出所： H27 特許庁特許出願技術動向調査報告書内視鏡
図2-3 日米欧の内視鏡市場におけるシェア上位企業（2012年）
注1) 欧州は、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリスの5か国の数値
注2) 日本は循環器内科を含み、米国は循環器内科、脳神経科、欧州は循環器内科、耳鼻咽喉科・呼吸器科、脳神経科を含んでいない。
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医療現場ニーズと技術シーズのマッチング

医療現場の困りごと 技術シーズ
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医療現場の困りごと
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70×40枚＝
2800枚

医療現場の困りごと

内視鏡による対策型胃がん検診
（さいたま市の例）

• 専門医による読影会(ダブルチェック)を月に２回

• 1回の読影会で医師１人につき、70症例のチェック

• 1症例の内視鏡画像は40-50枚

• 40歳以上の全市民対象年１回（毎年）

• 料金は 1000円（70歳以上は0円）
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過去10年で画像診断の作業量は
約3倍に増えたともいわれているが、
医師の数は横ばい

・集中力が必要
・通常業務の＋αでやらなければいけない

医療現場には画像が溢れかえっている

医療現場のPain
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技術シーズ
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人間とAIの「性能」比較

人間 AI

動作速度 200ヘルツ程度
（ニューロンの発火速度）

ギガヘルツ程度
（CPU演算速度）

転送速度 100m/秒 程度

（ニューロン伝播速度）
光速
（CPU内通信速度）

体積 頭蓋骨
（頭のサイズ）

通常PCサイズ～倉庫サイズ
（スーパーコンピューターのサイズ）

＊スーパーコンピューター京は2019年8月に稼働停止。
次期スーパーコンピューターの富岳が2021年頃より本格稼働予定

NTTデータ 『決定版 AI 人工知能』より引用
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人間とAIの違い

▪ 自分で「目的」まで考えることができる

▪ 感情を表現できる

▪ 処理速度が速い

▪ たくさん記憶できる

▪ 計算間違いがない

人間が得意なこと AIが得意なこと
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人間の知能 コンピューター上に実現

ＡＩ

人工知能（AI）とは、一言で言うと「人間の知能」を「コンピューター」上に実現したもの



Confidential
人の脳とAIの汎用性についての比較

人の脳 強いAI 弱いAI
普通の

ソフトウェア

≧＞≒

▪ 研究段階（未実現）
▪ 感情や自由意志などの意識

を含む、脳全体のコン
ピュータ上での再現

▪ 人間に匹敵する知能

▪ 研究から実用化段階
▪ 学習や推論、認識など知的
作業の実現

▪ 特定の課題に対して人間に
匹敵する知能
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自分で勉強！
みみ２つ

ひげ

黒、三毛…

人間が定義やアルゴリズムを教え込む

従来の人工知能への学習方法
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焼いたマシュマロ
と柴犬の区別できる？

人工特徴を言語やアルゴリズムで表現するのには限界がある

柴犬チャレンジ！
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人工特徴を言語やアルゴリズムで表現するのには限界がある

唐揚げと
トイプードルの区別できる？

トイプードルチャレンジ！
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Big Dataディープ
ラーニング

高性能GPU

ディープラーニングとハードとデータが揃ったことで
人工知能革命到来！

人工知能革命！
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ネコの特徴を
自分で勉強！

ＡＩ

ディープラーニング（深層学習）

ディープラーニングの仕組み④
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誤
り
率

(%)

NEC Xerox Alexnet Clarifai Google Microsoft

一般人5.1%

ディープラーニング
登場

中国公安部

コンピューターによる画像認識性能の推移

画像認識能力で人間
を超えた！
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＞ＡＩ

画像認識ではAIが人間を超えた
＊音声認識でも、人間と同等の能力に達したとの報告あり
（ただし、雑音が少ない環境といった限定された条件下）
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医療現場ニーズと技術シーズのマッチ

医療現場の困りごと 技術シーズ

内視鏡AIの誕生
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■目次

• アフターコロナで変わったこと

• 内視鏡AIの開発経緯

• 内視鏡AIで解決できること

• 今後の戦略

アフターコロナに向けた事業戦略、
内視鏡AIの研究開発状況および今後の展望についてご報告します

本日の内容

83
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１．ディテクション（Detection）

画像に「何が」「どこに」あるのかを識別します。

２．クラシフィケーション（Classification）

「その画像が何なのか」のカテゴリ分けを行います。

AI画像認識で出来ること
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１．ディテクション
胃がんの拾い上げなど、病変の場所がどこにあるかを発見できます。

胃がん拾い上げ

AI画像認識で出来ること
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86

２．クラシフィケーション
ピロリ菌感染の有無の判別、消化管の部位の識別、腫瘍・非腫瘍の判別、
腫瘍の深達度や分化型の識別など、その画像が「何なのか」を判別し、
カテゴリ分けを行います。

ピロリ菌感染判別 潰瘍性大腸炎Mayoスコア判別

感
度: 

陽
性
の
画
像
を
、
正
し
く
陽
性
と
判
定
す
る
割
合

特異度：陰性の画像を、正しく陰性と判定する割合

医師23名の平均値

AIで医師の平均を上回る精度

胃の部位判別

AI画像認識で出来ること
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鑑別（CLASSIFICATION の実例）

ピロリ胃炎・潰瘍性大腸炎・好酸球性食堂炎

意義

鑑別トレーニングと観察者間相違の解消
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90.5%
Negative

Lower 
body

4.7%
Positive
Lower 
body

4.4%
Negative
Middle 
body

78.1%
Positive

Lower body

19.9%
Positive
Antrum

1.2%
Negative

Lower body

95.2% H. pylori-negative

98.5% H. pylori-positive

EBioMedicine.  2017.
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89
Shichijo S, et al. EBioMedicine.  2017.
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縦走溝 リング

白斑

好酸球性食道炎の内視鏡所見

0 20 40 60 80 100

白斑

リング

縦走溝

(%)

90%

64%

53%

以前の研究で、EoE患者の約98％に何らかの内視鏡的異常所見を認めた

(Okimoto E., et al., Digestive Endoscopy 2017)
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症例ごとの解析

WLI+NBI

結果

正診率 90.4％

感度 90.0％

特異度 90.6％
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拾い上げ（DETECTION の実例）

胃がん・食道がん・大腸腫瘍・カプセル内視鏡

意義

がんの見逃し防止と二次読影時間の短縮
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早期胃がん、見つけられる ?

早期胃がんの発見は難しい・・・
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•早期胃がんの見落としは、5-26%*程度という報告がある。
*Hosokawa et al. Hepatogastroenterology. 2007 ;54(74):442-4.

早期胃がんの発見は難しい
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胃がん拾い上げAI
a b

a b

Hirasawa et al. Gasrtric Cancer.  2018.
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Hirasawa , et al. Gastric Cancer.  2018.

胃がん拾い上げAI
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■目次

• アフターコロナで変わったこと

• 内視鏡AIの開発経緯

• 内視鏡AIで解決できること

• 今後の戦略

アフターコロナに向けた事業戦略、
内視鏡AIの研究開発状況および今後の展望についてご報告します

本日の内容

97
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胃がん内視鏡画像読影支援システム：川崎市との連携

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49518230W9A900C1L82000/

• 川崎市を中心とした日本国内の医療施設と提携し、AI開発用

データ収集体制を構築

• クラウド型の画像読影支援システムを開発

• 国内外で実証実験

• 3年以内にサービス化・海外展開

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49518230W9A900C1L82000/
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2018年を上回る12演題を応募し
全採択され（口演4＋ポスター8）

さらに最優秀賞を受賞

2019年5月米国学会
（世界最大の消化器系学会）

エビデンス ー 世界の学会を席巻し、国際知名度もUP

99

2019年10月欧州学会
（欧州最大の消化器系学会）

11演題採択され（口演4＋ポスター7）
最上級演題の内視鏡AIセッションでは3分の2が
当グループの発表 4人が若手奨励賞を受賞

2019年11月 国内学会
（日本最大の消化器系学会）

7演題採択され
さらに
Best Abstract Award,Travel Grant受賞
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最新の共同研究参画施設数

100

第12版の研究計画書にて105施設になる予定です。



Confidential
製品企画（オンプレミス型）

ディスプレイ

サブディスプレイ

ビデオスコープ

①AI更新、AI追加
②付加サービス
③５GでAI補完

クラウド

「外付け・スタンドアロン」形態でどの内視鏡機種にも、つなぐだけ

汎用ハード＋AIソフト

既存のシステム
※本体以外は様々なメーカーのものが使用されている

ファイリング機

処置具

SDIの端子につなぐだけ
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製品企画（クラウド型）

一次読影施設

内視鏡検査画像

二次読影結果 医師会

内視鏡検査
読影支援AI 

匿名加工処理
画像アップロード

二次読影医

2 AI診断システム

１ 3

4

5

二次読影結果
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Number  of 

Correct Endoscopist
1 4 4

Size 6mm 4mm 8mm

Macroscopic Type 0-Ⅱa 0-Ⅱc 0-Ⅱc

Depth M M SM1

Histopathology Differentiated Differentiated Undifferentiated

内視鏡医が間違えた症例
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内視鏡医が間違えた症例

AIはすべてがんと診断！

Number  of 

Correct Endoscopist
1 4 4

Size 6mm 4mm 8mm

Macroscopic Type 0-Ⅱa 0-Ⅱc 0-Ⅱc

Depth M M SM1

Histopathology Differentiated Differentiated Undifferentiated

Correct 

Marking

AI System 

Marking

内視鏡AIの精度
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• 米国FDAよりブレイクスルー・デバイス指定を取得

＊ブレークスルー・デバイス（Breakthrough Device designation）は、従来にない画期的な技術を用いた医療機器の開発

を対象に指定される。同指定により、米国FDAによる薬事承認プロセスが迅速になる。

国内外の複数
メディアが注目！
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内視鏡AIに特化・将来は全ての消化器官をカバー

We will cover all Digestive Organs

Colon

Capsule 

endoscopy 

Duodenum

Pharynx・LarynxEsophagus
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✓ 施設内の倫理審査委員会できちんと承認さ
れるようにサポート

✓ 適切にデータのやり取りが行えるよう調整

✓ データ回収の運用に個人情報が含まれてい
ないか確認

機器設置
場所の確認

共同研究施設を回ってのデータ収集の様子

①. 施設訪問

研究概要
の説明

⚫ スタッフさんの導線に影
響がない場所にしたい

⚫ LTEでメンテナンスする
が、電波が入らない

…等々

【苦労する点】設置場所の確保

③. データ収集

データ
回収方法の
打合せ

ここが一番大変！

②. 施設内の調整をサポート

サポート

病院

SolemioやNEXUS等のメジャー
製品以外だと、そもそも引き出せ
る設定になっていないことも…
➡施設内のシステム部門への協力依頼

施設によって、利用している画像
ファイリングシステムが異なる

病理データの回収

施設毎の情報管理ポリシーの確認

画像ファイリングシステムからど
のようにデータを引き出せるか？

1回の打合わせで1時間以上

データ引き出しまでに
1か月以上かかることも…
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アノテーション作業風景

画像ごとに情報をタグ付け
（作業時間＝1時間/症例）

高精度なアノテーション

・病理(サイズ、組織型、深達度など)
・所見(肉眼系、距離、色など)
・セグメンテーション

データ収集と加工の状況
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110

• 身近に困りごとはいくらでもある

• 技術シーズと現場を知ってマッチング

• アイデアだけなら誰でも出せる、それをやり切るGRID

アフターコロナでするべきことは、、

当たり前のことをちゃんとやること
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患者側：専門医と人工知能の診断支援により高精度の検査が受けられる

医師側：人工知能のアシストにより検査の負荷が減る

医療機関：最先端のシステムを導入により業務効率化・リスク低減

診断済み
内視鏡画像

知識・経験
を蓄積

学習アルゴリズム

協力医療機関の
内視鏡専門医

内視鏡画像診断補助AIは誰もがWIN-WINのプロダクト


