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   ■ 実施日時・会場

　2019年11月13日(水曜日)・湯本富士屋ホテル（箱根町湯本256-1）

　2019年11月14日(木曜日)・パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）

 ■ 主催

　ME-BYOサミット神奈川実行委員会

 ■ 協賛企業

　味の素株式会社、イオンリテール株式会社、住友生命保険相互会社、

　株式会社ブルックスホールディングス、アフラック生命保険株式会社、

　アルケア株式会社、ＡＩＧ損害保険株式会社、オハヨー乳業株式会社、

　株式会社カネカ、川本工業株式会社、ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社、

　株式会社白寿生科学研究所、株式会社ファンケル、株式会社クレディセゾン、

　アサヒ飲料株式会社、株式会社カーブスジャパン、CYBERDYNE株式会社、

　スルガ銀行株式会社、株式会社横浜銀行、NECソリューションイノベータ株式会社、

　株式会社アグサ、江の島アイランドスパ

 ■ 後援

　内閣府、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

　公益社団法人日本医師会、公益社団法人神奈川県医師会、

　一般社団法人神奈川県歯科医師会、日本経済新聞社、神奈川新聞社、

　tvk（テレビ神奈川）、一般財団法人バイオインダストリー協会

開 催 概 要

プログラム

11月13日（水）  ●湯本富士屋ホテル（箱根町湯本256-1）会場

イズレネ・アラウジョ　 　WHOエイジング・アンド・ヘルス 政策戦略シニアアドバイザー

シェン・ウー　　　　　　　　WHOデジタルヘルス・イノベーション テクニカルオフィサー

ジョルディ・セラーノ・ポンス　　　　UniversalDoctor 創業者 兼 CEO

ダグラス・ジドニス　　　カリフォルニア大学サンディエゴ校ヘルスサイエンス部門 専任副学長・精神医学分野 教授

徳野 慎一　　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 教授／

                                                                 東京大学大学院医学系研究科音声病態分析講座 特任准教授

岸 暁子　　　　　　　　　 　東京大学工学系研究科バイオエンジニアリング専攻個別化保健医療講座 特任助教

渡邊 亮　　　　　　　　 　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 講師

田宮 菜奈子　　　　　 筑波大学医学医療系 教授／ヘルスサービス開発研究センター センター長

丹羽 隆史　　　　　　　　　株式会社タニタヘルスリンク 代表取締役社長

首藤 健治　　　　　　　　　　神奈川県 副知事

中村 丁次　　　　　　　 　神奈川県立保健福祉大学 学長

藤本 利夫　　　　　　　　　武田薬品工業株式会社 湘南へルスイノベーションパーク ジェネラルマネジャー

坂巻 弘之　　　　　　　 　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授／

　　　　　　　　　　　　　　　イノベーション政策研究センター 所長

黒田 秀郎                                　厚生労働省老健局 総務課長

吉田 穂波                                　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授

山本 雅之                                 　東北大学大学院医学系研究科 教授・TOMMO機構長

成松 宏人                                　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授／

                                                                NPO法人地域健康プラン 代表理事

ロナルド・パール               　スタンフォード大学医学部麻酔学・周術期・疼痛医学科 科長・教授

パメラ・フラッド                　スタンフォード大学医学部麻酔学・周術期・疼痛医学科 教授

ピーター・カオ                      　スタンフォード大学医学部 准教授

戸田 雄三                                 　藤田医科大学 教授・新規医療研究支援担当

塩澤 修平                                　東京国際大学 学長

鈴木 寛                                       　 東京大学公共政策大学院 教授／

　　　　　　　　　　　　　　　慶應義塾大学政策・メディア研究科 兼 総合政策学部 教授／

                                                                公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 理事／神奈川県 参与  

鄭 雄一　　　　　　　　　 　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 科長／

                       　　　　　　　　　東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科 教授

大谷 泰夫　　　　　　　　　公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 理事長

「 未病の指標化 」【 WHOクリニカルコンソーシアム※連携シンポジウム 】

開会挨 拶10:00 ～ 10:30

10:30 ～16:00
（休憩  12:00 ～ 13:15）

10:30 ～16:00
（休憩  12:00 ～ 13:15）

分科会 ①

分科会 ②

パネリスト

モデレーター

「 未病社会のデザイン 」

パネリスト

モデレーター
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※本冊子では敬称を省略させていただきます。

※「健康な高齢化に関するクリニカルコンソーシアム」：

　ＷＨＯ及び世界各国の有識者が、健康な高齢化に関する研究を進展させ、助言を行うとともに、臨床面における指標やガイドラインの開発に貢献することを目的とした研究会



プログラム

11月14日（木）  ●パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい1-1-1）会場

鈴木 寛                                       　     東京大学公共政策大学院 教授／慶應義塾大学政策・メディア研究科 兼 総合政策学部 教授／

                                                                      公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 理事／神奈川県 参与  

松本 洋一郎                          　 ME-BYOサミット神奈川実行委員会 実行委員長／東京理科大学 学長

アサモア・バー                     　前WHO事務局 次長／ガーナ大統領府付顧問（科学技術イノベーション担当）／

                                                               神奈川県立保健福祉大学 招聘教授

ダグラス・ジドニス           　カリフォルニア大学サンディエゴ校ヘルスサイエンス部門 専任副学長・精神医学分野 教授

鄭 雄一　　　　　　　　　　 神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 科長／

                       　　　　　　　　　東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科 教授

鄭 雄一　　　　　　　　　 　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 科長／

                       　　　　　　　　　東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科 教授

大谷 泰夫　　　　　　　　　公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 理事長

SHI※開学記念セッション「未病の学問体系化と人材育成」

10:00 ～ 10:30

10:35 ～11:35

11:40 ～12:00

特別講演

導入講演

パネリスト

モデレーター

専門家シンポジウム（分科会①、②）から見えてきたこと

発表者
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中村 丁次                                  　神奈川県立保健福祉大学 学長

秋山 美紀                                 　慶應義塾大学環境情報学部 教授、大学院健康マネジメント研究科、

　　　　　　　　　　　　　　　医学部（公衆衛生学） 兼担教授

イズレネ・アラウジョ    　WHOエイジング・アンド・ヘルス 政策戦略シニアアドバイザー

斎藤 一郎                                 　鶴見大学歯学部 教授

野口 泰志                                　味の素株式会社 研究開発企画部 事業開発グループ長

山本 舞衣子　　　　　　 　フリーアナウンサー （元日本テレビアナウンサー）／看護師／保健師

12:30 ～14:00
【メインホール】

分科会 ③

「今日からできる未病改善」【コミュニティ・行動変容】

パネリスト

モデレーター

ロナルド・パール              　スタンフォード大学医学部麻酔学・周術期・疼痛医学科 科長・教授

スティーブン・シェイファー　　スタンフォード大学医学部麻酔学・周術期・疼痛医学科 教授

ローレンス・レオン         　 米国退役軍人省パロアルト・ヘルスケア・システム 医局長

藤本 利夫                               　武田薬品工業株式会社 湘南へルスイノベーションパーク ジェネラルマネジャー

野村 龍太                                 　公益財団法人 実験動物中央研究所 理事長

林﨑 良英                                 　国立研究開発法人 理化学研究所 予防医療・診断技術開発プログラム 

                                                                プログラムディレクター

吉元 良太　　　　　　        　慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター 特任教授／イノベーション推進本部 

　　　　　　　　                             特任教授／ 殿町リサーチコンプレックスオーガナイザー（企画・融合研究担当）

12:30 ～14:00
【302】

分科会 ④

「ME-BYOに繋がるイノベーション」【イノベーション創出】

パネリスト

モデレーター

西川 きよし　　　　　　 　タレント基調プレゼンテーション

宮田 俊男                      　厚生労働省参与／医療法人社団DENみいクリニック 理事長／大阪大学 産学共創本部 特任教授

昌子 久仁子                 　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授

清泉 貴志                     　カリフォルニア大学サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院日本研究センター（JFIT）

                                                         エグゼグティブマネージャー／神奈川県立保健福祉大学 招聘教授

三宅 正人                               　国立研究開発法人 産業技術総合研究所イノベーションコーディネータ 兼

　　　　　　　                                  ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム事務局長

高田 幸徳                              　住友生命保険相互会社 執行役常務

坂巻 弘之　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授／

　　　　　　　                              イノベーション政策研究センター 所長

「ME-BYOが拓く新たなマーケット」【新たな市場創出】12:30 ～14:00
【３０１】

12:30 ～14:00
【３０３】

分科会 ⑤

分科会 ⑥

パネリスト

モデレーター

「ME-BYO×データ×社会システム」【データ利活用】

成松 宏人　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授／

　　　　　　　　　　　　　　NPO法人地域健康プラン 代表理事

山本 雅之　　　　　　 　東北大学大学院医学系研究科 教授・TOMMO機構長

石井 直明　　　　　　　　東海大学健康学部健康マネジメント学科 教授

小熊 祐子　　　　　　　 　　慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科 准教授

金子 直哉　　　　　　　 　　　横浜国立大学研究推進機構 産学官連携推進部門長

武林 亨　　　　　　　　 　慶應義塾大学医学部・医学研究科 教授

12:30 ～14:00
【３０４】

分科会 ⑦

「ME-BYOでデザインするまちづくり」【地域課題解決】

パネリスト

モデレーター

市川 学　　　　　　　       　芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科 准教授

宇都宮 崇人　　　　　 　株式会社ポケモン 代表取締役 最高執行責任者

江口 清貴　　　　　　　　LINE株式会社 執行役員

吉田 穂波　　　　　　　　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 教授

盛一 享德　　　　　　　　国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 研究所 小児慢性特定疾病情報室室長

宮田 裕章　　　　　　　　慶應義塾大学医学部医療政策・管理科 教授

パネリスト

モデレーター

黒岩 祐治　　　　　　     　神奈川県 知事14:10 ～14:40

総括セッション・大会メッセージ

座長

鄭 雄一                                    　神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科 科長／

                                                          東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科 教授

大谷 泰夫                              　公立大学法人神奈川県立保健福祉大学 理事長

鈴木 大地　　　　　　    　スポーツ庁 長官

パネリスト

特別ゲスト

※SHI（神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科）

　保健医療分野における社会システムや技術の革新を起こすことができるイノベーション人材を養成することを目的として、2019 年4月に神奈川県立保健福祉大学に開設した大学院研究科

開会挨 拶
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分科会 ①

ME-BYOサミット神奈川実行委員会　実行委員長

東京理科大学　学長

「ME-BYOサミット神奈川2019」開会にあたって

松本 洋一郎

　ME-BYOサミット神奈川は、今回で３回目になります。2015年

に箱根で第１回を開催したときは、「未病って何？」と聞かれる状

況でした。未病は超高齢社会を乗り切るためのコンセプトだと

し、黒岩知事の熱い思いとリーダーシップによって回を重ねてい

ます。2017年の第２回サミットでは、「ME-BYO未来戦略ビジョン」

を立て、さまざまな行動目標と具体的な取組みを進めました。

　そして、今、未病のコンセプトが定着し、社会への実装に進ん

でいます。実装には、エビデンスが重要です。学術的な部分を支

えるために、神奈川県立保健保福祉大学大学院に、ヘルスイノ

　この分科会のテーマは、未病の指標化です。まずは、３つの主題、

目的を共有いたします。

　１点目は、神奈川県が開発している未病指標のプロトタイプを発

表し、さらなる改善に向けて議論を行うことです。

　２点目は、１点目に密接に関係していますが、未病指標と、WHO

が提唱する「IC」つまり内在的能力と、高齢者のための統合ケア

（ICOPE）との共通点や整合性を確認することです。

　そして３点目として、神奈川県独自の最新の研究成果の発表と、今

後のWHOとの連携に向けた議論を行いたいと思います。また、それ

ぞれに関わるプレゼンテーションと質疑応答、ディスカッションを

行ってまいります。是非、積極的にご参加いただきたいと思います。

　日本が迎える圧倒的な超高齢社会をピンチであると同時にチャン

スであると捉えています。どのような社会システムを作っていくの

か。高齢者の存在をコストからバリューに変えること。そこで生まれ

たのが、未病という考え方です。この考え方によって、ヘルスケア領

域で大きな価値の転換が起こり、新たな価値が創造されます。

　最も大きな変革は、健康ヘルスケアにおける主体が自分自身に帰

属すること。今の自分の体の状態を知り、未来も楽しく自己実現して

いく。未来の自分としっかり対話する。未来の予想をビッグデータ等

で実現しようとするものです。

　未病指標を未来予測につなげるには、経験則による蓄積がないと

社会的な評価ができません。行政の視点では、未病指標の平均を上

げていくと、社会的なパフォーマンスが変わっていくと期待します。

新しい価値の評価軸を、社会にインストールしていくことが、未病指

標の本質的な捉え方ではないでしょうか。健康の要素をデータとし

て計量していく、その一つが未病指標であるとご理解いただきたい

と思います。

ベーションスクールを今年４月に開校しました。２日目には開学

記念セッションを予定しています。

　ME-BYOサミットの成果が具体的な形になる中で、県民の皆

様に、未病に関して、より幅広いテーマで伝えていきたいと思い

ます。今回のサミットでは、深く議論することと、社会に広げるこ

との２つの観点から、１日目は箱根、２日目は横浜と神奈川県の

２か所で展開してまいります。

　超高齢社会を乗り切る神奈川発のモデルが、着実なものとし

て定着し、世界中に広がっていくことを期待しています。

ME-BYOサミット神奈川実行委員会　名誉実行委員長

神奈川県　知事

「未病指標」を提示・議論し、より大きな成果へ

黒岩 祐治

　ようこそME-BYOサミット神奈川にお越しいただきました。皆

様のおかげで開催することができたことを心からお礼申し上げま

す。今年も前回に引き続き、前WHO事務局次長のアサモア・バー

様、アラウジョ様をはじめとするWHOの皆様、スタンフォード大

学やカリフォルニア大学サンディエコ校の皆様など、世界中から

エキスパートが集まるME-BYOサミットになりました。

　前回のサミットでは、健康と病気の間である未病はグラデー

ションであると議論されました。WHO、神奈川県、東京大学で議

論を重ね、今回のサミットでは、心身の状態がグラデーションの

どこにあるのかを測る未病指標のモデルを提示する予定です。

私は未病指標に、大きな期待を持っています。国連が定めた

SDGsの理念にもつながるものだと考えています。

　未病指標が提示されると、健康か病気かといった概念が変わ

り、産業も科学的エビデンスに基づいて一気に活性化すること

でしょう。そうした流れが生まれ、ヘルスケアの世界に革命的な

ことが起こるのではないかと期待しています。

　この第3回ME-BYOサミットで、大きな成果が生まれることは

間違いないと確信しています。

前WHO事務局次長／ガーナ大統領府付顧問（科学技術イノベーション担当）／

神奈川県立保健福祉大学　招聘教授

「未病」のコンセプトを包括的な拡大へ

アサモア・バー

　私はかつてWHOで仕事をしており、これまでに172か国を訪

問しました。数年ほど前から日本を訪れていますが、訪問するほ

ど日本との関係が深まっていると感じています。東京、横浜、大

阪、神戸、京都、広島、沖縄などを訪問し、日本という国は他の国

に対して教えることがたくさんある国だと思っています。

　このサミットは２回目の参加ですが、最初は小さく始まった未

病のコンセプトが、今や大きな動きをもたらしていることを実感

しています。リーダーシップやさまざまなパートナーシップや熱

意によるものでしょう。特に神奈川県のチームワークと、黒岩知事

の大きな努力と情熱を感じてきました。

　今後の課題は、短期間で成功したこのコンセプトを、包括的に

拡大していくことでしょう。まだまだ先は遠く、長い道のりがある

ことを知って向かっていかなくてはなりません。

　アカデミア、産業、民間サービス、メディア、政治からの参加が

非常に重要になるでしょう。ファッション的なブームで終わらせ

ず、皆がわかるようにしていくこと。そして、すべての国で普及さ

せていくことが必要だと考えています。

未病の指標化
WHOクリニカルコンソーシアム連携シンポジウム※

高齢化社会の新しい価値を創造する

未病指標

鄭 雄一

モデレーター

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　科長／

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科　教授

首藤 健治
パネリスト

神奈川県　副知事

　4年ほど前に、私たちWHOは神奈川県と、高齢者の健康には、

個々のエンパワリングが重要であり、自分のこととして健康管理をで

きるようにする必要があるとのビジョンを共有しました。そして、「未

病」とWHOが考える「内在的能力」（IC）はいわば双子であり、同じ概

念だという結論に達しました。

　ICの状態を測定するためのパートナーとして、WHOは神奈川と緊

密な関係性で進めてきました。50以上の世界中の学際的な組織とも

協力関係を結んでいます。イノベーションやテクノロジーを使い、健

康状態を見える化し介入につなげていくことは、公衆衛生において

非常に重要でしょう。

　神奈川ではさまざまなテクノロジーをお持ちです。未病指標を使

えば、早い段階で治療をしたり、介入したりすることができます。

WHOでは現在、ICOPEアプリのガイダンスを構築しており、多様な

国で導入できるよう計画しています。地域ごとに機能を追加するな

ど、広がっていくことを期待しています。

未病指標は WHOの内在的能力と

共通する概念

イズレネ・アラウジョ
パネリスト

ＷＨＯエイジング・アンド・ヘルス

政策戦略シニアアドバイザー

　WHOと開発した、ICOPEのアプリと実装内容について紹介しま

す。当初は、WHOのICOPEのハンドブックアプリを開発することが

目的でしたが、現在はビッグデータやAIを活用し、さらにダイナミッ

クな動的ツールとして展開しています。

　クロスプラットフォームで稼働し、各種のスマートフォンでもウェ

ブからでも使えます。ダッシュボードがあり、ヘルスワーカーには

データを活用いただけます。

　トレーニングツールとしての役割もあり、検証テストをしながら、

様々な国の方が使えるように取り組んでいます。

　WHOがすでに公表したICOPEのアプリをコアとして、各国、各地

域で必要な機能を追加していく、つまり、カスタマイズしていくこと

も重要ですが、他のアプリを統合させていくことも大事になります。

神奈川のMIMOSYSも将来的に統合することができるかもしれませ

ん。

スマートフォンアプリに実装し、公開。

高齢者、関係者ともに活用する

ジョルディ・セラーノ・ポンス
パネリスト

Universal Doctor　創業者 兼 CEO

※分科会①はWHOクリニカルコンソーシアムの一環として開催■開会挨拶

■開会挨拶

■来賓挨拶

1日目 開会挨拶 11月13日  湯本富士屋ホテル
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　私からはこれまで開発してきたMIMOSYSと、現在、開発中のアプ

リについて紹介します。ストレスバイオマーカー指標として、声に着

目してきました。声は多様な情報を含んでいます。例えばびっくりす

ると心臓がどきどきして声が裏返ります。また、声から感情を計測す

る技術があります。周波数を測っておき、変化から、怒りや悲しみが

わかります。自衛隊に協力をいただき、調査も行いました。

　その後、MIMOSYSをアプリケーションとして公開し、2年で4,500

人にダウンロードいただきました。現在はスマートフォンのアプリとし

て、ある機種には最初からインストールされて提供されています。英

語版もあります。

　現在、軽度認知障害の方を判断するアプリケーションを開発中で

す。計算するときの声と歩くスピードを計測し、歩きながら計算する

スピードを取ります。毎日続けると、認知症がある程度改善されると

のデータもあります。リハビリにも使えるのではないかと期待してい

ます。

声を活用してアプリでストレスチェック

徳野 慎一
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院 

ヘルスイノベーション研究科　教授／

東京大学大学院医学系研究科音声病態分析講座

特任准教授

　私からはデジタルヘルスと、WHOの利用分野におけるIT技術の

活用についてお話しします。WHOは194の加盟国を持ち、全世界で

7,000名を超えるスタッフがいます。国連の中でも公衆衛生のリー

ダー的な存在であり、デジタル技術を活用して持続可能な開発目標

（SDGｓ）の達成に取り組んでいます。また、世界で10億人が緊急時

の医療保障が受けられるように、デジタルヘルス部では加盟国の

データやイノベーションの強化などに力を入れています。

　デジタルガバナンスの強化については、加盟国と連携してグロー

バル戦略策定をリードするとともに、加盟国のベストプラクティスを

共有できるプラットフォームを提供しています。また、デジタルヘル

ス技術の推進とともに、パートナーシップの促進にも取り組んでい

ます。

　デジタルヘルスは、デジタル技術で医療を改善していく知見であ

り、実践です。IoTやAI、ビッグデータ、ロボティクスなどを包括する

コンセプトです。グローバルな規模で複数の利害関係者の対話をい

かに進めるか、新しいデジタルエコシステムでいかに実現していくの

か、どのような取組みをしていくのか、私たちは模索しながら進めて

います。

■ディスカッション

データの扱い、倫理の課題

鄭　４人の方々のプレゼンテーションを踏まえて、質疑応答を進

　めていきます。

ジドニス　倫理やプライバシーについても重要な課題だと考え                     

　ています。WHOでは、どのように取り組んでいますか。

ウー　倫理やガバナンス、データのガバナンスは、私たちが特に

　力を入れている領域です。最近でも、AIにおいてユーザーのプ

　ライバシーと利益をどのように守るのか、3カ国からのレポート

　があがってきました。ウェブサイトでも公開予定です。現状のト

　レンド、アイデアを調査し、検討しています。

田宮　私たちがビッグデータとして扱っているデータは、現在は

　個人にフィードバックできない仕組みです。ただし、今後は

　データヘルス改革の中で、個人に対しても返していくことも可

　能になっていくのではないかと思います。

岸　データがどこに帰属するのか、しばしば話題にのぼります

　がどのように考えていますか。WHOではデータを集めるだけ

　ではなく、それを用いて介入していこうとしています。どのよう

　なガイドラインを基に設定しているのでしょうか。

アラウジョ　現在は調査の目的でデータを収集していますが、

　来年、再来年で10の学術機関で活用していきます。パイロット

　期間に予測モデルを構築し、スケールアップしていきます。ス

　ケールアップ期間に、各国で医療情報や健康情報システムを

　統合していきます。また、紙の記録をデジタル化することにも

　多くの国が取り組んでいます。

ポンス　私はWHO以外にもさまざまな国と協力し、アプリを開

　発したり、データを収集したりしています。最終的なデータの

　帰属先は、市民であると考えています。倫理の観点からも考え

　なければなりません。データの品質も大変、重要です。

WHOのデジタルヘルスへの取組み

アプリの統合と活用

鄭　ICOPEのアプリと他のアプリを統合したいと思ったら、どの

　ような方法で行えばよいのでしょうか。

ポンス　現在では、APIがあれば、あまり難しいことではありませ

　ん。WHOが受け入れてくれれば、アプリの統合は可能です。

徳野　私たちからもAPIやソフトウェア開発のキットも提供でき

　ます。データベースを提供することも、協業の可能性として出て

　くるでしょう。私たちのアプリは、モニタリングに適しています。

アラウジョ　モニタリングのコンセプトは、健康医療の領域で新

　しい概念です。スクリーニングは、従来も65歳以上の方、75歳

　以上の方々で実施してきました。モニタリングは、より若い人か

　らでも始められます。そして、アクションに結び付くモニタリン

　グであることが重要でしょう。

シェン・ウー
パネリスト

WHOデジタルヘルス・イノベーション

テクニカルオフィサー

　臨床医として患者さんを見ていく中で、自分は医者として専門家に

なるのではなく、介護を含めた患者さんのニーズとか流れを俯瞰し

てみる立場が必要だという思いを持つようになりました。アメリカ留

学中に、ヘルスサービスリサーチという学問に出会い、日本に帰国

後、筑波大学に研究室を立ち上げました。

　ヘルスサービスリサーチには様々な定義がありますが、「適切な医

療技術を、全ての人に、全ての人の幸せにつながるようにする学問で

ある」という定義が好きで使っています。医療ニーズだけでなく、社

会的ニーズも含めて、個人個人のクオリティー・オブ・ライフを向上さ

せるような技術は、ワクチンや薬の評価と同じようにきちんとデータ

で評価しなければならない、という考え方で、これまで研究を続け

ています。

　未病から一連の流れの中で、色々なことが起きます。それを医療

や地域で必要な部分を支えていく。そのためにデータを活用し、指

標化するためにも、こういった研究が役立つものと思います。

データを活用し、医療と地域で途切れない

サービスを目指す

田宮 菜奈子
パネリスト

筑波大学医学医療系　教授／

ヘルスサービス開発研究センター　センター長

　ここで、私から未病の定義について再確認しておきたいと思いま

す。未病の概念では、個人のエンパワーメントを医療の分野で行って

いきます。それぞれに行動変容を促すには、測定をして未病の状態

を可視化する、「見える化」が必要です。

　未病指標には、現在、５つの要件が挙げられています。未来予測が

可能である、個別化されている、連続的かつ可変的である、使いやす

く費用対効果が高い、一定の科学的根拠がある。まずは使いやすい

モデルを示して、実際に活用し、精緻化を図っていく必要があります。

　また、健康に関する知識を各個人で高めていく必要もあります。コ

ミュニティづくりの推進も欠かせないでしょう。

　自治体にとっては、地域の課題分析のツールとして使える可能性が

あります。健康診断や健康経営の効果測定にも使えるでしょう。社会

システムでは、保険者努力支援制度の評価項目として活用できるで

しょう。

　神奈川では生活習慣、認知機能、生活機能、メンタルヘルス・ストレ

スの４つの領域で、それぞれに内在的能力の測定指標が設定されて

います。この包括的な未病指標を、計算式を使って算出しています。

　個人の過去、現在の能力を測定、見える化し、将来の能力を予見す

るものですが、もう１つ重要なポイントは、包摂性です。他人と比較す

るのではなく同じ個人の過去、現在、未来を比較する。将来の能力を

様々なシナリオで予知し、行動変容を促すことによって将来の能力

を高めることにつながります。

　神奈川県では、「マイME-BYOカルテ」と呼ぶ医療情報プラット

フォームを提供しています。このアプリを使って、個人の健康情報を

管理でき、未病指標もこのアプリに搭載します。これまで120万人が

ダウンロードしました。同時にデータ収集と研究を続けており、他の

取組みとも連携していく予定です。

個人のエンパワーメントを医療で実現。

未病の定義

年立てることになりました。同様にストレスチェックも年に1回、受け

ることになっています。私たちは収集したビッグデータを解析し、特

定健診後の特定保健指導で用いることができる生活習慣改善のア

プリを開発しています。

　神奈川県の協力をいただき、「マイME-BYOカルテ」と我々の生活

習慣改善アプリにおいて健診のデータ連携をしています。また、アプ

リを用いて生活習慣改善を頑張った分のインセンティブを本人に返

せるような情報の連携システムづくりをスタートしているところです。

　ご覧のように日本は超高齢社会を迎えておりますが、平均寿命に

対して健康で介護なく過ごせる時間が、健康長寿の時間です。我々

は今後この時間を長くできるように、研究を進めています。健康に年

を取る人と、介護が必要になる人との寿命差を埋めていくことが、次

のテーマだと考えています。

　日本は世界の長寿国として知られている一方、死亡率の60％を、

かつ公的な医療費の30％を生活習慣病が占めています。現在、注目

しているのがメタボリックシンドロームです。生活習慣病の病気の前

段階ですので、薬は不要で、自分で改善することが重要であると考え

られています。

　日本では2008年から特定保健指導が始まり、2015年からはデー

タの集団解析をすることで、データヘルス計画を健康保険組合は毎

メタボに着目し、生活習慣を自ら改善する

岸 暁子
パネリスト

東京大学大学院工学系研究科

バイオエンジニアリング専攻

個別化保健医療講座　特任助教

鄭 雄一
モデレーター

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　科長／

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科　教授

　米国で最も健康格差が大きいのが、メンタルヘルスの分野です。

深刻なメンタルへルスの問題を抱える人は、26年も寿命が短いこと

がわかっています。また、ヘルシーエイジング研究として、110歳の長

寿研究に取り組んでいます。

　現在、ローマ大学と提携して、生活習慣、食生活、前向きな態度、

勤勉さ、スピリチュアリティ、家族、土地とのきずななど健康の関係

110歳の長寿研究に取り組む

ダグラス・ジドニス
パネリスト

カリフォルニア大学サンディエゴ校

ヘルスサイエンス部門　専任副学長

精神医学分野　教授
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　我が国の高齢化の将来推計によると、2040年頃に高齢者数が

ピークを迎える一方、団塊ジュニアが高齢者の仲間入りをするなど

現役世代が急激に減少していきます。そこで厚生労働省では、誰もが

より長く元気に活躍できる社会の実現を目指して、多様な就労・社

会参加の環境整備、健康寿命の延伸、医療・福祉サービス改革を進

めています。

　具体的には、「雇用・年金制度改革」として、働く意欲のある高齢者

が能力を発揮できる多様な雇用や就業の場の充実や、多様な働き

方に柔軟に対応する年金制度への見直し、「健康寿命延伸プラン」

で、生活習慣病や認知症への対策、「医療・福祉サービス改革プラ

ン」で、ロボットやAIの活用、保健医療情報ネットワークの整備など

に取り組んでいます。

　このうち、「健康寿命延伸プラン」では、健康無関心層を含めた健

康づくりを推進するため、自然に健康な食事や運動ができる環境や

社会参加の促進、個人の行動変容を促すインセンティブの設定など

を通じて、健やかな生活習慣の形成、疾病の重症化予防、フレイルや

認知症への対策を推進しています。行動変容を促すインセンティブの

一例として、生活習慣病の発症や重症化のリスクがある方に、本人、医

療機関、保険者、民間事業者の４者が連携し、インセンティブを活用

しつつ運動プログラムなどにつなげていく取組みを進めていきます。

健康寿命の延伸を目指す国の取組み

黒田 秀郎
パネリスト

厚生労働省老健局　総務課長

　未病の視点で持続可能な社会システムを構築するためには、長期

的に健康である年齢を延伸し、収入を増やしながら支出を減らすこと

が求められます。

　そこで重要となるのが未病の概念であり、個人にとっての健康寿命

の延伸、積極的な社会参加が、幸せに生きることの基礎を作り、広い

意味で生産者としての役割を果たすことに繋がります。それが企業に

とってはビジネスチャンスの拡大であり、その潜在的な需要を顕在化

させることで、医療・介護費用を削減させながら、産業の創出による雇

用や税収の増加に繋がります。

　個人が行動を変え、「価値財」を消費し、「負の価値財」の消費を抑

制することで多くの社会問題は解決されます。行動経済学によれば誘

因(インセンティブ)の種類、性質、タイミングが重要で、意思決定の

癖を利用した働きかけであるナッジを利用して適切な誘因を付与す

る事例がビジネスの現場でも起こってきています。例えば南アフリカ

共和国のディスカバリー社の「Vitality」プログラムをはじめとした健

康増進型保険は従来の生命保険とは一線を画すもので、生活改善

が見られないと保険料が上がる損失回避性を利用して健康増進に

努める誘因になると同時に、優良な契約者のみを抱えることで収益

性が向上する新しいモデルとして期待できます。

個人の行動変容を促すナッジ理論への期待

塩澤 修平
パネリスト

■ディスカッション

40歳以上が対象。いずれは若い世代にも

鄭　パネリストの方々、会場からも質問やご意見をお願いします。

アラウジョ　アプリを見て、非常に前進していることがわかりま

　した。質問はターゲットの年代です。未病の指標は、誰がター

　ゲットになりますか。年齢のグループによって、必要なテストが

　変わってくると思いますが。

鄭　大変、重要な内容です。高齢者すべてを対象とし、現状では

　40歳以上が対象と考えています。今後はより若い世代まで、

　進めていきたいと考えています。また、測定ツールについて

　も、別途、精査が必要だと考えています。

　自分の健康をデータベースにして管理する文化を定着させる

　ことを考えると、早い段階から自分の健康状態をモニタリング

　する文化の成熟が必要でしょう。近未来的には、若い人を含む

　全世代がターゲットになると思います。

会場より質問　ジドニス先生に質問です。我々がたどってきた足  

　跡は、サブグループの解析に役立つものでしょうか。住ん

　でいるコミュニティ、家族と一緒であるなど、健康で幸福に生

　きるための助けになるのでしょうか。

ジドニス　幸福の質は変わる可能性があります。時間とともに成

　熟し、そしてシフトが起きます。どのようなコミュニティに住ん

　でいるかだけではなく、生活習慣にもよります。それぞれの情

　動的な知性というものによっても、差が出てくるでしょう。継続

　的な研究、調査を行っていくことは重要です。

技術のスピードへの対応

会場より質問　ジョルディさん、アプリを開発するときに、さまざ

　まな技術があり、データ収集のためにアルゴリズムを変える必

　要があります。技術の問題をどのように解決しているのですか。

ポンス　ICOPEについてはアルゴリズムを構築し、データ収集を

　始めたところです。新しい技術、アルゴリズムについては、比較
　対象実験を行うことが重要です。

　また、研究が始まったところですので、どのようにトラッキング

　していくのかも、合わせて調査しています。

岸　私たちは研究において効果判定をする検証研究と事業化調査

　などの探索的研究を行っています。ウェアラブルデバイスを使う

　ときは、コンシューマ製品であり、医療機器ではないのでさほど厳

　密ではなく、どのような検証レベルが求められているのかどうか

　はそれに合わせています。実効性を考えたときに、ターゲットが

　一般の人か病院に来る人かのグループの見極めも重要です。

渡邊　今回の未病指標に関しては、県が提供する「マイME-BYO

　カルテ」に個人のデータが格納されますが、ヘルスケア分野は

　医療分野とは異なり、標準化されたデータの格納方式や仕様

　が統一されていないため、プラットフォームの構築が今後必要 

　となってくると思います。

ビッグデータの意義と見極め

首藤　以前に米国防省の研究所の方から聞き、印象に残ってい

　る言葉があります。人類がテクノロジーですべての疾患を克服

　できるのならば、ビッグデータもライフログも不要だと。人類が

　克服できない病があるから、ビッグデータが必要になるのだと。

　未病の指標で重要なのは、行動変容によって改善できるもの

　をターゲットにしていくことではないかと思います。

丹羽　私どもは、健康サービスを自治体や企業など約180もの取

　引先に提供しています。健康な人に、こうするといいと言っても

　全く行動しません。高齢者に絞れば、不定愁訴でどこが痛い、

　目や耳が悪くなったなど、内在的な能力が低下していることを

　自覚するので、指標があると効果的に継続するのだろうと思い

　ます。

　健康意識の低い現役世代に、継続利用していく仕掛けを作っ

　ていかなくてはならないのではないかと考えています。

鄭　ヘルスリテラシーを高めて、コミュニティで意識啓発し、根

　付かせていくことが大事だと思います。

SDGsと未病指標

バー　未病指標の策定によって、このコンセプトがどのように豊

　かになったのか、興味を持ちました。この期待値をどのように

　管理、対応していくのかに関心があります。

鄭　SDGsの３番と関係性が高いと考えています。ヘルス関連の

　指標、測定は、ESGの投資にも有用でしょう。環境、社会、ガバ

　ナンスに関する投資の一部が、未病の指標でもカバーされて

　いるからです。

進化する未病の議論

鄭　会場にいらしている黒岩神奈川県知事、ご感想や意見をい

　ただけますでしょうか。

黒岩　冒頭に未病指標がオープンになるのは革命的なことだと

　ありましたが、皆さんのディスカッションを聴き、それは本当な

　のだと実感しました。継続は力なりとの言葉があるように、

　このME-BYOサミットも３回目になりました。これだけ進化し

　たと感嘆しています。

　冒頭、首藤副知事からも、未病という考え方は自分が主体にな

　ることだとありました。家族が手当てをする、電話で話す声か

　ら具合がわかるなど、そうしたことが科学的にアプローチさ

　れ、自分を主体とした新しいヘルスケアの世界が生まれつつあ

　るのだと感じています。

　先には、さらにすごいことが待っていると、期待しています。

鄭　議論の中で３つの目的がカバーされました。指標を公開しま

　したので、早々に社会実装しながら、データを集め、精緻化

　し、より良いものにしていく。ICOPE、ICと整合性を見ながら進

　め、WHOと連携して国際的にも使える指標を目指していきた

　いと思います。

丹羽 隆史
パネリスト

株式会社タニタヘルスリンク　代表取締役社長

渡邊 亮
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　講師 

分科会 ②

　これまでのME-BYOサミット国際シンポジウムでは、第１回で「未

病概念の発信」、第２回で未病の状態を可視化する「未病指標」の機

能や重要性などを議論してきました。この間、個人の未病改善を支え

る未病保険などの商品・サービスも提供されるようになってきまし

た。今回の国際シンポジウムでは、未病指標のモデルが示されるとと

もに、「あるべきME-BYO未来社会」について議論します。

　分科会２では、高齢者の人口の伸びが落ち着く一方で現役世代が

急減する2040年を想定しながら、未病コンセプトのもとで健康・医

療・介護が連続的につながる持続可能な社会システムとは何か、海

外の最先端の取組みを含めて、具体的な議論を行っていきます。

　「未病」という概念では、これまでのように自分の行動を行政や専

門家に決めてもらうのではなく、自ら判断することが重要になりま

す。そのために、個人を支える様々な民間サービスが提供されること

も必要です。

　そこで、この分科会では、まず、未病社会の全体像について議論し

た後、個人・地域の取組みと企業・アカデミアの取組みについて議論

を進めていきたいと思います。

未病社会のデザイン

大谷 泰夫
モデレーター

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学　理事長

を調査しています。自己内省、マインドフルネスもプラスに働きます。

マインドフルネスを測定する指標もあります。脳の働きが、マインド

フルネストレーニングによって変わることもわかりました。

　孤独も、最新の健康リスクです。社会での孤立によって、寿命が短

くなることがわかってきました。

　運動は健康を向上します。私たちの地域では、他の地域で取り組

んでいないようなことをし、人々がより歩くようになっているといった

アピールの仕方があるかもしれません。

(モデレーター代読）

東京国際大学　学長

　2019年の４月に念願であった神奈川県立保健福祉大学大学院ヘル

スイノベーション研究科（ＳＨＩ）が開校しました。この大学院は、これ

からますますその重要性が高まる健康・医療の領域において、イノ

ベーションの担い手となる人材を育成することを目標としています。そ

の中でも、未病という新しい概念に対して、どのようにして科学的な評

価と裏付けを与え、既存の制度との整合をとるのか、すなわちトランジ

ション・マネジメントを進めるのかがＳＨＩの大きな挑戦といえます。

ME-BYO 改善に向けた教育機関の挑戦

鈴木 寛
パネリスト

  東京大学公共政策大学院　教授／

慶應義塾大学政策・メディア研究科 兼 総合政策学部　教授／

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学　理事／

神奈川県　参与 

※発言の概要は次の「ディスカッション」を参照

※発言の概要は次の「ディスカッション」を参照
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　未病につながる個別化医療への取組みで我々が重要だと考えて

いるのは、サイエンス、連携、行動です。サイエンスとして行っている

のは、神奈川県みらい未病コホート研究です。ゲノムコホート研究は

次世代のゲノム情報を活用した予防医療を開発するためのほとんど

唯一の研究法で、神奈川県では県立がんセンターとＳＨＩが共同で

神奈川県西部にて展開しています。

　連携としてはデータの連携、ヒトの連携が重要だと考えています。

データの連携は、神奈川県がん登録事業に注目し、それを中心とし

て、前述のコホートやその他健康データをリンケージする取組みを

既に開始しています。ヒトの連携としては、神奈川県みらい未病コ

ホート研究は日本多施設共同コホート研究、東北メディカルメガバン

ク機構、慶應義塾大学など多くの研究機関と連携を進めています。

２つの連携を通じて、神奈川県みらい未病コホート研究のデータの

価値を高めていくことを考えています。

　また、我々は神奈川県みらい未病コホート研究をベースとした介

入実証研究の取組み「未病エミライズ」プロジェクトを開始しまし

た。このプロジェクトでは、ヘルスケアロボットHALの実証研究や高

血圧予防プログラム開発をすでに開始しています。今後、ゲノム情報

を活用した健康指導、疾患リスクスコアーの開発、AI の活用などの

各プロジェクトを計画しているところです。

　サイエンスを基盤に、様々な連携を組み、地域で行動する、未病対

策につながるヘルスイノベーションの創出を目指して今後とも活動し

て行くことを考えています。

成松 宏人
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　教授／

NPO法人地域健康プラン　代表理事

　「湘南へルスイノベーションパーク」、略して湘南iParkは、武田薬

品の創薬の研究所をオープンイノベーションの拠点にしようと１年

半前に開所して、現在61の会社と、アカデミアのグループが入居され

ております。

　オープンイノベーション拠点としての実践例として、昨年12月から

「湘南会議」という会議体を月に１回開き、社会課題の解決に向けた

協議を行っています。第１期のテーマは未病で６社以上の企業が集

まり、メタボの男性に行動変容を促すにはどうしたらよいかを討議し

ました。

　今回できたビジネスモデルがスポーツのファンクラブのコミュニ

ティを利用した、インセンティブモデルでパイロットスタディを進行し

ています。

　このように毎月複数の企業が集まり、会話をしていくことで、繋が

りが生まれ、共創が起こっていきます。そうした繋がりの場になる役

割も湘南iParkは担っています。

企業が繋がるオープンイノベーション拠点

藤本 利夫
パネリスト

  イノべーションを求めていたのは大企業で、多くの大企業が 

　参加していただいています。

中村　県立保健福祉大学は、栄養、看護、介護など、専門職の育

　成を取り組んできました。この大学に、ＳＨＩのような大学院

　が開学したことは、人材育成の面でみても社会にとって、とて

　も大きい意味をなすと感じています。

■ディスカッション

人材育成の重要さと、

ヘルスイノベーションスクールへの期待

大谷　ここまでの発表も踏まえ未病社会の実現のために必要

　な人材育成について議論したいと思います。今年４月に神奈

　川県立保健福祉大学に大学院を開設しました。人材育成に関

　しては、皆様普段から力を注いでいるところだと思います。ま

　ずは、大学院の特徴について吉田教授からお願いします。

吉田　この大学院は、医学部の下にある大学院ではなく、保健・

　福祉を専門とした大学に大学院があるところがイノベーション

　を起こす可能性を秘めています。また、医療関係者だけでは

　なく、企業の関係者も大学院に入学しており、このような多様

　な人材が学生として取り入れているところが特徴です。

　今後社会システムを変換するためには、専門職（医師）では限

　界があるので、多様な知識、バックグラウンドを持った人材を

　育成し、社会システムの変換に寄与していきたいと考えています。

藤本　企業から意見を言うと、イノベーションを起こすためには、

　多様な知識を持つ人材が必要であり、この点はアカデミアとも

　共通しています。一方で、日本の企業は、１企業単体でイノ

　ベーションを起こすことは難しくなっているのが現状です。複

　数の企業が集まって、各々の技術を掛け合わせることでイノ

　ベーションを起こすことができる湘南iParkは、イノベーション

　を起こすために作られた施設です。

　当初は、中小企業が集積すると考えていましたが、意外にも

　必要があると感じます。

　もう一つは、ゲノム情報を用いて、遺伝子レベルでより個別化

　し、専門的に介入していくことも検討して欲しいと思います。

大谷　ありがとうございました。山本機構長、成松教授の研究対

　象である「地域」は、まさに社会参加の対象です。地域の中で

　の「コミュニティ」への参加や、関係性の中での「楽しさ」、「笑

　い」の要素も未病の改善には必要になってくると考えますが、

　この視点でご意見があればお伺いします。

戸田　一つは笑うことそのものの健康的な効果が考えられると

　思います。表情を動かすことは健康でいるためには必要な要

　素です。そしてもう一つは関係性の中での「笑い」です。他者に

　話すこと、聞くことは精神面や認知機能の面においても非常

　に重要で、そのことに科学的なエビデンスが認められるもの

　も出てきています。食や運動などの未病改善の取組みの中で

　それぞれに関連し得るものだと考えます。

　地域の診療所で丁寧な検査をやってきました。参加者からは自分

の子どもたち、それから孫の健康を守るために非常にいいことなの

で、ぜひこれを続けてくれということで地域の方に支えられながら進

めています。得られた結果は自治体にも共有し、自治体の事業とも

連携しながら地域に役立てています。

　私からは食事と栄養の観点からお話しします。健康との関連とし

て長寿を決める要因としては「よい食事」、「適度な運動」、「適度なア

ルコール」そして「禁煙」の生活習慣であることが分かっています。ど

ういった食事をするかも重要で、地中海料理が健康に良いという科

学的なデータがあり、欧米化した食事は糖尿病の有病率を高くする

こともわかっています。ただ、胎児や成長期に飢餓を経験しない欧

米人自身は糖尿病が多くありません。このように社会や環境にも影

響されますが、生活習慣病がないニューギニア人の生活は運動量が

多い、ゆっくり友人とおしゃべりをしながら食事する、といった意外

と簡単なことをしています。

　エネルギー消費量には食事誘発性熱生産(DIT)という食後、自発

的にエネルギーを消費することで、太りやすい人は体質の方はDITが

低下しています。同じものを食べても食べる時間帯や早さによって

DITの高さは変わってきます。

　その他にも誰と食べるか、共食か孤食かによっても菓子類の摂取

量や主菜の量に変動があることがわかりました。今後、若年女性に

おいて摂取量が不足している野菜や穀類の摂取量を増加させる共

食環境を探索することや、共食者の属性や行動が被験者の食事選

択に与える影響を検討していきたいと考えています。

食事や栄養がもたらす健康への影響

中村 丁次
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学　学長

武田薬品工業株式会社

湘南へルスイノベーションパーク

ジェネラルマネジャー

コホート研究をベースにした、

地域でのサイエンス、連携、行動

　東日本大震災を受けて、地域の健康復興に資するべく、東北メ

ディカル・メガバンク計画を始めました。私たちが目指す個別化医

療・個別化ヘルスケアは、神奈川県の目指すME-BYOと共通するもの

です。

　東北メディカル・バンクでは、病気になる前の情報と家族情報つき

の情報の両方を集めました。産婦人科で妊婦さんに一人ずつ同意を

いただき、子どもと夫の情報も一緒に取らせていただき、おじいちゃ

ん、おばあちゃんを含め、三世代で７万人ほど集めました。出生から

始まる三世代コホートができたのは日本だけです。

山本 雅之
モデレーター

東北大学大学院医学系研究科

教授・ＴＯＭＭＯ機構長

コホート調査のデータを地域のために活用

■ディスカッション

専門的人材による未病のアドバイス、笑いの関連性

大谷　個人に関連して、神奈川県では、医師等（専門家）が個人の

　未病改善を支えるため、食事、運動などの生活習慣の改善を

　促す仕組みを推進していくことを考えています。病気になれば

　医者にかかりますが、未病の状態では専門家に診てもらうこと

　ができません。個人の未病状態を見極め、適切なアドバイスを

　することが出来れば、未病改善の取組みがさらに進むと考えて

　います。このことについてご意見をいただければと思います。

山本　その考えには大いに賛成します。我々が目指している個

　別化医療・個別化予防そのものです。ただ、気を付けないとい

　けないのが疾病を見る専門家はいても未病を見る専門家はい

　ないのが現状だと思います。今後、人材育成も含めて検討する

　この大学院では、インプットだけでなく、インタラクティブなコミュ

ニケーションを重視しています。社会を変えるイノベーションを起こす

グローバルリーダーとしての能力を育成することで、ＳＨＩの修了後に

実際に未病を中心とした新たなエコシステムの担い手として、様々な

取組みにつないでいく架け橋となることを期待しているところです。

　未病の改善は、いわば新たな価値を創出することで、複雑で困難な

社会的課題の解決を図ろうとするものです。それには様々な背景や

専門性からなる知識と価値を統合することが不可欠です。その際に

重要なのは、多様性という考え方です。多様性の高まりが価値あるア

イデアを生み出し、イノベーションを誘発することになります。新しい

コンセプトのもと、多様性を高めつつ効果的なコラボレーションをデ

ザインしていくことが必要です。

　ＳＨＩでは、すでにＷＨＯやＵＣサンディエゴ、デューク大学といっ

た世界的な教育・研究機関との連携をスタートさせつつあります。多

様性の観点では、国内のみならず、こうした世界の教育・研究機関と

連携しながら、新たに生み出される知識や価値を融合していくことに

も積極的に取り組む必要があります。　

　そして、ＳＨＩが社会において果たすべきもう一つの重要な役割とし

て挙げられるのが、世の中に存在する様々なニーズに合わせて多様な

教育機会を提供していくことです。人々の年代、性別、働き方、暮らし

方など、ライフスタイルは実に様々です。２年間に渡る学位プログラム

である修士課程のみならず、こうした様々なライフスタイルの人々が

ＳＨＩの提供するコンテンツにアクセスすることができるよう、多様な

教育機会を提供することが重要です。こうした取組みを通じて、研究

成果を神奈川県民をはじめとする社会の皆様に届けることにより社

会実装を進めていきたいと考えています。

　これまで一歩一歩積み上げてきたことが一挙に加速していく手ご

たえを感じています。

　近年では、臨床、免疫、社会、環境などの様々なデータがデータ

ベースとなり、ＡＩなどで活用できるようになっています。スタン

フォード大学では、コンソーシアムを形成し、未病から疾患になると

きのバイオマーカーの研究を進めています。

個別化医療に向けた

スタンフォード大学の取組み

ロナルド・パール
パネリスト

スタンフォード大学医学部

麻酔学・周術期・疼痛医学科　科長・教授
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■ディスカッション

プレシジョンヘルスケアが一般化された

持続的な社会システム

大谷　スタンフォード大学のパメラ・フラッド氏、ピーター・カオ氏             

　にも、プレシジョンヘルスケアが一般化された持続的な社会システ

　ム（2040年）についてのご意見を伺います。

フラッド　未病は病気を健康からスタートしているものを考えてい

　るところが画期的だと思います。これまでの精神状態等のインデッ

　クスは、病気を測るものでしたが、今回のサミットで発表された未病

　指標は幅広い。そこがすごいところだと感じます。

カオ　未病指標によって、例えば肺がんなどの検査の結果が悪くても

　その病状がゆっくりなのか、キープしているのか等がわかり、その病

　状の進行を自分で把握することで、どういった治療や検査方法を選

　択したいか、自分の意志で決定できるようになると思います。今は、

　AIやロボットやICTスキャン、スクリーニング、血液検査など様々な

　方法がありますが、未病指標によって個人の健康状態が可視化され

　ることで、医療の選択肢がより適切に使われる社会になることを望

　みます。

成松　地域や行政は、その地域のヘルスケアに貢献し、地域住民に喜

　んでもらうことが目的であるべきです。そのためには地域の抱える

　課題とは何かを把握し、そのソリューションとして何が提供できるか

　を考える必要があります。例えば、研究者は、データの解析、予防医

　療のノウハウの提供等です。未病対策は地域で興していくべきだと

　考えています。

吉田　母子保健におけるヘルスケアデータ利活用とプレシジョンへル

　スケアの 一般化には、社会システム構築、例えば、国の母子保健

　制度だけでなく、企業や保険者等の包括的なデータ共有が求めら

　れています。今は、インターネット上のあらゆる技術を駆使して、新た

　なコミュニケーション戦略によるシームレスな保健医療福祉領域連

　携を構築する基盤が出来上がっていると感じています。ヘルスイノ

　ベーション研究科では、様々な領域の教員や学生が集まっており、

　その人的資源を生かして県政に貢献できればと思っています。

新しい商品・サービスを生み出していくために

大谷　個人の未病改善につながるような新しい商品・サービスを持続

　的に生み出していくためには何が鍵となるのか、塩澤学長に伺います。

塩澤　未病領域の商品を生み出していくには様々な要素があると思い

　ますが、特に人材育成と情報共有のマッチングが適切に行われて

　いくことが必要です。また、失敗しても再度チャレンジできる活躍し

　やすい場所の提供についてもさらに検討していく必要があります。

　来年はもっとチャレンジングな場所が出てくることを望みます。

坂巻　プレシジョンメディスンに必要なものは、テクノロジー、

　レギュレーション、情報リテラシーです。テクノロジーについては、   

　多くの技術が社会に出てきています。問題になってくるのは、個人

　情報をどう取り扱っていくかです。今は、ちょっとしたことで個人情

　報の漏洩と疑われてしまうケースがあります。そのあたり、法律の

　議論も進んでいますが、もう少しクリアになると色々なデータの活 

　未病から疾患になる前の予測モデルを使い、67の介入可能な疾患状

態というものを発見しました。治験に参加をした人たちは、自分たちの

ライフスタイルを変えることによって改善ができるということを知り、

食生活の改善や運動をするようになるということもわかっています。

　そのほか、個別化医療にも力を入れており、6億5,000万人のカル

テを入れた大規模なデータベースを作り、個別化医療に役立ててい

ます。人の免疫細胞を使い、術後の回復を助けているのはどういっ

た細胞であるか、また経路であるかというのを見つけることで、術後

の転帰をよくするための栄養指導や運動を行うことができます。同

じように、妊娠したときに、妊娠高血圧になる人はどういう人かとい

うことを特定することができるので、個別にアプローチすることがで

きます。このような研究の成果によって個別化医療やヘルスケアに

貢献する取組みを行っています。

研究による疾病予防サイエンスが必要とされています。具体的には

2018年より始められたPHR(Personal Health Record)利活用研究

事業において、全ての成育過程において、どのような目的で、どのよ

うなデータを、どの時点で集めれば、子どもたちの健全育成支援に

役立つのか、どのような利活用場面が想定されるのかといった、デー

タの利活用手法に関する協議が行われ、自治体や学会による成育疾

患のMinimal Datasetの策定と、そのデータ分析、健康支援に関す

る研究が行われ、全国共通の胎児―乳幼児期の発育に関わる様々

なデータベース構築が進められてきました。

　また、個別化した未病改善を実現させるためには、新たなコミュニ

ケーションツールやデザイン、デバイス等を用いて個人のPHRを電子

化し、集め、利活用する仕組みが不可欠であり、例えば神奈川県がす

でに開発・導入・運用しているマイME-BYOカルテと母子健康手帳アプ

リが全国の先陣を切って、未病改善への効果を出せるよう発展を遂

げています。このように、地域や集団の分析結果が、最終的には、個

人・医療従事者・行政へと還元され、未病改善のために役立つことを

検証するための素地が出来つつあり、今後、ヘルスイノベーション研究

科としても、研究や社会実装の上で貢献していきたいと考えています。

　健康にかかわる産業というものが、これまでどのように発展してき

たのかというようなことを少し紹介していきたいと思います。

　1980年代ぐらいから、さまざまな形で公衆衛生として、公的な取組

みだけではなくて、民間ビジネスとしても、さまざまなヘルスケア産業と

いうものが発展してきたという経緯があります。その後、ポピュレー

ションアプローチとハイリスクアプローチという考えが健康日本21で

示され、このハイリスクアプローチの中に疾病管理という考え方が含ま

れますが、日本でも健康支援ビジネスが広まっていくこととなります。

　ビジネス形態の調査なども多く行ってきましたが、健康支援には

多様な概念と介入方法があり、いずれもどちらかが正しいというも

のではありません。ビジネスの形態として健康支援として専門職が

人的サービスで提供するのか、アプリや非侵襲の検査機器などの

新しい物づくりをするのか。あるいは一次予防、二次予防、三次予

防というような、どこを狙うのか。サービス提供の主体は誰なのか。

支払いの形態やデータをどのように使い、どのようにエビデンスを

作っていくのか。起業支援や個人情報の保護などの課題も多いで

すが、今後、ヘルスケア産業が今後、成長していくためには多くの要

素があると認識しています。

ヘルスケア産業の変遷と発展に向け

坂巻 弘之
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

へルスイノベーション研究科　教授／

イノベーション政策研究センター　所長

　超高齢社会の到来による一番の問題は社会制度システムとの不

整合です。従来の制度は現状の高齢化を考慮しないときに使われて

いた制度なので、働き方や社会参加など個々人のそれぞれ違う個性

に対応していません。長生きしても仕事がない高齢者がたくさんいる

中で、豊かな人生とは何なのかということをもう一度考え直さないと

いけません。もう一つは、既存医療のターゲットでない、糖尿病や認

知症といったアンメットメディカルニーズである「老化に伴う病気」に

対して、未病の段階で対処していくことが重要です。

　私はエイジングに抗う、アンチエイジングではなく、目標や生きが

いを持ち、豊かに生きながらエイジングしていくサクセスフルエイン

グが必要だと思います。体が健康でいるためには予防と早期診断、

早期介入の３つのセットが重要です。それに対応できる最新の技術

が現在のサイエンスでは出てきています。また、体や頭は老いますが

心は老いません。何事も前向きに楽しむことでサクセスフルエイジン

グに繋がります。

　環境変化に合わせてもう一度釣り合うような制度設計を見直して

いくことが必要で、その中で何事も楽しみながら100歳社会を実現

できればと考えております。

楽しい100 歳社会の実現に向けて

戸田 雄三
パネリスト

藤田医科大学　教授・新規医療研究支援担当

 　用も含め産業の活性化に繋がると考えています。いずれにしろ将

　来こうなっているということを断定するのは困難なので、状況を

　見極めながら進めていくことが重要だと思います。

データを個人や社会の課題解決に

利活用していくために

大谷　吉田教授の話にもあったICT等を活用して、データを個人や

　社会の課題解決に利活用していくために何が鍵になるか、まずは

　藤本GMに意見を伺います。

藤本　今は次世代シーケンサーの登場でサンプルから解析、個人

　へ届けるまでの一通りの作業をたった４日間で、一貫して行えま

　す。昔はすごく高価で時間もかかりましたが、今は数日のみでそこ

　まで高価でもありません。数年後には、誰もが自分のゲノムを知

　るようになると思います。

　そうなるとデータ過剰な時代になっていくと感じています。ゲノム

　などは可能性を示してくれますが、確実なものではありません。

　そのため、個人がどう行動すべきか分からなくなってしまう恐れ

　があります。ゲノム解析の結果などの情報を基に自分で判断、決

　定できるよう専門家が必要になるのではと思います。情報だけあ

　っても人の行動変容には繋がりません。

山本　データは皆が使えるようになることが大事です。これまで

　は、専門家自身の論文のためにデータが活用されてきました。　

　そうではなく、バイオバンク化して、誰もが使えるようにするのが

　良く、そのバイオバンクも、「神奈川県バイオバンク」と他の県や

　組織、団体のバイオバンクの情報を横断的に使用できるとさらに

　良いです。個人情報については、情報をダウンロードはせず、デー

　タに本人が直接アクセスし、結果だけ知るようにする。そうするこ

　とで個人情報の保護にも繋がります。データのアクセス方法や制

　度づくりが必要になってくると思います。

分科会②からのメッセージ

大谷　本日の議論を分科会②のメッセージとして取りまとめました。

　「 ○行動経済学の知見を活かし、保険者努力支援制度や健康投資

　　　税制の拡充などのインセンティブ付与を通して、個人の行動変

　　　容を促すことが有効である。

　○未病社会の実現に向けた人材育成が必要である。

　○食・運動・社会参加（笑い）などの個人の主体的な未病改善を重視

　　するとともに、専門家による「未病外来」も検討に値する。

　○ゲノム解析などICTを活用した個別化診断・個別化医療などの展

　　開が必要であり、そのための精緻な社会システムを構築する。

　○これらを実現するための行政、研究機関、企業等が連携した持続

　　的な努力が求められる。」

山本　最後の「行政、研究機関、企業等」に教育機関を追加するのは  

　いかがでしょうか。

大谷　「これらを実現するための行政、教育・研究機関、企業等が連

　携した持続的な努力が求められる。」に変更します。このメッセー

　ジをもとに明日の各分科会において議論を深めていただきたい

　と思います。

　未病改善において、胎内から乳幼児期の健康が一生涯の保健・医

療・福祉介護ニーズを決定する要因となるため、これまで以上に母

子保健におけるナショナル・データベースの活用とライフコース疫学

これからの時代に必要とされる

ヘルスケアデータの利活用

吉田 穂波
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院 

ヘルスイノベーション研究科　教授

パメラ・フラッド
パネリスト

スタンフォード大学医学部

麻酔学・周術期・疼痛医学科　教授

ピーター・カオ
パネリスト

スタンフォード大学医学部　准教授

※発言の概要は次の「ディスカッション」を参照

※発言の概要は次の「ディスカッション」を参照
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特別講演

ME-BYOサミット神奈川実行委員会　実行委員長

東京理科大学　学長

「ME-BYOサミット神奈川2019」2日目開会にあたって

松本 洋一郎

　昨日から始まった「ME-BYOサミット神奈川」は、今年で3回目

を迎えます。こうして開催できたことを心から感謝申し上げます。

2015年に箱根で開催した第1回では、未病のコンセプトを確認

し、2017年の第2回サミットでは「ME-BYO未来戦略ビジョン」を

提起しました。人材育成の場として、神奈川県立保健福祉大学大

学院へルスイノベーションスクールを今年4月に開校しています。

　これまで、アカデミア、産業界、行政などが連携した取組みを

進めてまいりました。今回の未病指標の提示により、社会実装に

向けて、県民の皆様、地域の団体とも連携し、さらに推し進めて

いきたいと思います。そして議論を通じて、未病コンセプトに基

づく、健康長寿社会実現に向けて取り組むための具体的な提案

がなされていくことでしょう。

　このような取組みは世界でも展開されています。私たちは以前

からWHOと深い関係を結びながら展開し、先般は黒岩知事が国

連でコンセプトの発表をなさいました。こうした成果を取りまと

めることで超高齢社会を乗り越える神奈川モデルが出来上が

り、世界に展開していくのではないかと深く期待しています。

　今年４月、未病の学問体系化と人材育成を担う機関として、神奈

川県立保健福祉大学大学院へルスイノベーション研究科（SHI）を開

設しました。「次世代のヘルスイノベーターを育成する」ことをモッ

トーに、高齢社会を支える新しい健康観「未病」を研究対象とし、世

界に先駆けて学問体系化を目指します。

　公衆衛生学をベースに、保健、医療、福祉にイノベーションを起こ

すために必要な視点やスキルを磨くカリキュラムを充実させていま

す。人材育成、研究、シンクタンク機能を３つの柱とし、「人材育成」で

は、アントレプレナーシップを持って社会変革に意を尽くすことがで

きる人材を育成します。

　研究面では革新的な研究や開発を、健康関連産業やサービス、

技術と連携して生み出す拠点としていきます。シンクタンク機能とし

ては、イノベーション政策研究センターも開設されました。このセン

ターでは、学術的・科学的視点に基づく調査研究を県の政策立案に

生かし、研究成果を社会実装していきます。そのために県と密接な

連携をして、調査フィールド、データ、国際的ネットワーク、地方自治

での実装の場としていきます。

　このセッションでは、SHIとの連携を進めている国内外の専門家

の方々から、ご講演をいただきます。

ME-BYOサミット神奈川実行委員会　名誉実行委員長

神奈川県　知事

「いのち輝く」ための取組み

黒岩 祐治

　これまでのME-BYOサミットは箱根を会場に開催しましたが、

３回目となる今回は、箱根での専門家会合に加えて、横浜でも開

催して、多くの皆様に成果や取組みを発表してまいります。

　私は知事就任以降、「いのち輝く神奈川をつくりたい」と取り

組んでまいりました。そのためには医療の充実だけでなく、食、

エネルギー、環境、まちづくり、教育の全てが充実し連携するこ

とが重要です。このいのち輝く取組みは、国連が提唱する

「SDGs」と同じであり、SDGsの一つの実践モデルが「未病」です。

　未病を改善するためには、食、運動、社会参加の３つの取組み

が大切です。ライフログを入れて活用ができる「マイME-BYOカ

ルテ」というアプリを作るなど、最新の技術やビッグデータを活

用しながら健康長寿社会を目指しています。また、未病のコンセ

プトをもとに、世界的なネットワークも作ってまいりました。国連

開発計画（UNDP）と神奈川県が連携した連携趣意書にも「未病

指標」と「いのち輝く」を表す「Vibrant Inochi」が入っています。

　本日のサミットでは、100歳になっても笑って生きるために重

要な未病コンセプトについてお聞きいただき、自分自身で何を

すべきかを、ぜひ議論していただきたいと思います。

神奈川県議会　副議長

「未病指標」によるリスクの見える化に期待

渡辺 ひとし

　2015年に始まったこのサミットも3回目を迎え、「未病」という

言葉は、県民の皆様に着実に浸透してきていると感じます。ま

た、WHOやスタンフォード大学など国外機関との連携も一層強

まり、グローバルな取組みに発展しています。

　しかし、県民の皆様が、未病の改善に向けた具体的な行動に

つながっているかといえば、まだ不十分で、今後、機運を高めて

いく必要があると感じています。

　健康に無関心な人にも、ご自身のライフスタイルを見直してい

ただくためには、現在の状態を総合的に把握して、行動変容に

つなげる未病の「見える化」が必要です。今回のサミットでは、重

要なツールである未病指標のモデルが示されます。県議会でも

それを待っていました。この指標により、自分の状態を把握する

だけでなく、将来のリスクが具体的な数値で示されることになる

でしょう。このサミットで、行政、アカデミア、企業などさまざま

な立場から議論がなされ、未病改善に向けた取組みが一体に

なって進むことを大いに期待しています。

　県議会としても、未病改善の取組みによる県民の健康長寿の延

伸と、経済の活性化に向けて力を尽くしてまいりたいと思います。

未病の学問体系化と人材育成
S H I※ 開学記念セッション

鄭 雄一
モデレーター

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　科長／

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科　教授

アサモア・バー
パネリスト

前WHO事務局　次長／

ガーナ大統領府付顧問（科学技術イノベーション担当）／

神奈川県立保健福祉大学　招聘教授

　世界保健機関（WHO）では、「未病」のコンセプトに大きな関心を

寄せています。

　健康か病気かは連続した状態で、病気でないからといって健康だ

とは言えません。2000年に沖縄でG8が開催され、グローバル・

ファンド・フォー・ヘルスのアイデアが提案されました 。そしてHIV、

マラリア、天然痘といった特定の疾病を撲滅するために取り組んで

まいりました。しかし、未病はこうした疾病に限定せず、幅広い健康

のコンセプトに立ち戻ろうというものです。

　また、グローバル・ヘルスでは、早期死亡を予防してきましたが、豊

かな国では現在、高齢者の健康が大きな問題になりつつあります。

これまでもアクティブ・エイジングに取り組んできましたが、これは

規模が小さく、なかなかうまくいかなかったプログラムのひとつでし

た。そこで未病のコンセプトと連携することで、豊かな国だけでなく、

「未病」のコンセプトでWHOと連携

■開会挨拶

■開会挨拶

ME-BYOサミット神奈川２０１９に期待を寄せて

　厚生労働省では、誰もがより長く、元気に活躍できる社会の実

現に向けて、健康寿命の延伸を政策の大きな柱の一つとしてい

ます。ME-BYOサミットは、未病コンセプトの普及・啓発、未病改

善への行動変容の促進を大きな目的とし、私どもが目指す方向

と合致していると受けとめています。

　２日間の開催期間で、未病の改善に向けたデータの利活用、未

病が開く新たなマーケットなど、時代の変化に応じた興味深い

テーマが並んでいます。闊達な議論が行われ、神奈川県のみなら

ず、国内外でさまざまな取組みが進む、大きなきっかけになるこ

とを期待しています。

　世界に類を見ない速さで高齢化が進展していく日本では、一

人ひとりに寄り添った医療活動に加えて、疾病が重症化しないよ

うに予防する、健康な状態を維持することへの取組みが重要に

なっています。

　今回のサミットでは、健康と病気との間を連続的に変化してい

く未病の状態を、一人ひとりが改善し、みずから行動を変容して

いくためには何をすべきかなど、各セッションで国内外の有識

者が議論されると伺っています。議論の成果が、国民をはじめ、

行政、企業、保健、福祉など各分野の方々の今後の取組みにおい

て、貴重な礎となることを祈念いたします。

■ビデオメッセージ

■来賓挨拶

11月14日  パシフィコ横浜

加藤 勝信
厚生労働大臣

横倉 義武
日本医師会　会長

衆議院議員　松本 純　牧島 かれん　中谷一馬　　参議院議員　島村 大　中西 健治　  （敬称略）祝 電

※神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科
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導入講演

　分科会①では「未病の指標化」と題して、未病指標の概念、健康状

態の見える化、行動変容を促進する仕組みを議論しました。

　未病指標の開発にあたっては、どのように使うかを最初からイメー

ジしています。個人が使うことはもとより、企業が健康関連のプログ

ラムを作るときや自治体の地域の課題分析にも使えるでしょう。

　総合的指標の策定では、WHOの意見を取り入れて、病気の裏側

にある、能力というポジティブな面を強調し、値が大きいほど望まし

いものとして指標を作りました。未病指標の測定に15項目を選定し、

生活習慣、メタボ、生活機能、メンタルへルスやストレスを数値化でき

るようになっています。簡単な方法で測定し、自身で管理できること

を目指しています。

　また、「マイME-BYOカルテ」の未病指標の画面では、自分の現在

の状況と未来予測が確認できます。他の人と比べるのではなく、自

分の健康状態の変化を見て、将来どのようになるか、いくつかのシナ

リオを示すようにしています。

　分科会では、WHOの取組についてアラウジョ博士から紹介いた

だき、内在的指標が未病指標の考え方と非常に近いことを確認しま

した。ポンス博士からは、ICOPEアプリという未病アプリの兄弟のよ

うなアプリの開発についてお話しいただき、WHOのウー博士から

は、WHOのデジタルヘルスの取組についても解説いただきました。

ヘルスサービスリサーチについては、筑波大学の田宮先生のお話を

伺いました。

　後半は、東京大学の岸先生からメタボに関する指標の開発や実

証事業の事例を、神奈川県立保健福祉大学及び東京大学の徳野先

生からは音声を利用したストレス解析や神経学的な疾患解析につ

いて、カリフォルニア大学サンディエゴ校のジドニス先生からは、個

人の行動変容を促す取組みについてお話しいただきました。

　分科会①の結論としては、未病指標は早期の社会実装が必要で、

まずは使いやすいモデルを示して実際に活用し、エビデンスを積み

上げて精緻化を図る必要があること、さらに、この未病指標はWHO

が提唱する内在的能力の指標と合致しており、今後、連携しながら、

社会で活用できる指標の構築を進めていこうということで、議論が

まとまりました。

専門家シンポジウム【分科会①、②】から見えてきたこと

鄭 雄一
発表者

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　科長／

東京大学大学院工学系研究科・医学系研究科　教授

　未病指標（未病インデックス）をうまく使って、未病改善のための

行動変容をどのように起こしていくのか、また教育機関としての医療

イノベーションをどのように起こしていくのかについてお話しします。

　1950年頃はピラミッドの型だった年齢分布が、2000年にはつり

がね型になりました。2050年には逆さになった形になると言われて

います。超高齢社会では、健康寿命をどのように伸延していくかが、

大きな問題になってきます。最近のトレンドである平均寿命と健康

寿命を見ていると、どちらも延びています。さらに今後、少子高齢化

が進んでいくと予想されており、2060年になると2人で1人の80歳以

上の高齢者を支えていかなくてはならないと言われています。これ

にきちんと取り組むことで、課題先進国から課題解決先進国にな

る。これがヘルスイノベーションの役割でしょう。

　ヘルスケアのパラダイムシフトとして、健康と予防医療を一緒にして

考えていかなくてはならないでしょう。慢性化し、重症化してしまう前

に、予防分野へ大胆なシフトをしていく。これによって医療費、社会保

障費を削減できます。健康投資と個別化医療が合わさった段階に未

病があると考え、未病のさらなる解明が重要になってくるでしょう。

　未病を推進していくために、鄭先生と未病指標を作ってきました。

どのような状態にあるのかを把握する、「見える化」することで、行動

変容が起きてくる。医療関連データ等から得られる科学的な知見も

いかしたモバイルへルスも、社会システムとして成熟させていくこと

が重要だと考えています。

　データサイエンスを活用していくことで、無駄な治療も減らせるで

しょう。東京理科大学もデータサイエンスを大きく掲げて、教育に取

り組んでいます。

　ヘルスイノベーションに関する大学の役割としては、社会人になっ

ても大学に流動していくようなシステムを作っていくべきだと考えて

　このたびのヘルスイノベーションスクール開校、おめでとうございま

す。考え方やビジョンに感銘を受けました。そして、我 と々連携に向け

た覚書を締結いたしました。今後は学生の交換や意見交換を行って

まいります。

　カリフォルニア州は4,000万人の人口があり、教育システムに460億

ドルを費やしています。カリフォルニア大学は、規模に関わらず企業と

も連携し、地域のコミュニティに基づいた教育を行っています。コーチ

ングやメンタリング、リーダーシップの涵養、ウェルネスに力を入れて

います。これは未病のコンセプトとつながるものでしょう。

　カリフォルニア大学サンディエゴ校は、カリフォルニア大学の中で

も若く、1960年に設立されました。専門教育を受けた女性の卒業生

が一番多いのも特徴です。

　12億ドルを使ってエビデンスベースの教育も行っており、医療、公衆

衛生の中で未病に関する研究も多くあります。

　起業にも力を入れており、400社以上が我々の大学から出ていま

す。革新的な考えを持って、起業していく文化があります。

　人々の健康やそれに関する技術、データサイエンス、ビッグデータ

についても取り組んできました。例えば気候の変動が、疾病の発生と

どう関連するかといったリサーチを率先して行っています。

　健康と長寿の未病モデルを考え、学生とともにさまざまな領域で

研究しています。現在は多様なデータを手に入れて学ぶことができま

す。スマートフォンを使ったデータ収集も可能です。企業や海外の大

学と協力して、科学と技術、健康と長寿について研究しています。多く

の国と対話をし、コミュニケーションを取ってきました。マインドフル

ネスと呼ぶものをリーダーシップにも取り入れています。これは日本

の文化にも、元々あったものだと思います。

　新しい学校のみなさんと共に多くのことを学び、ウェルネスのイニ

シアティブをとり、地域のために貢献していきたいと願っています。

います。新しくできたヘルスイノベーションスクールに社会人が入り、

それによって医療イノベーションを起こしていく。そのような教育の

場になることと期待しています。

松本 洋一郎
パネリスト

ME-BYOサミット神奈川実行委員会　実行委員長／

東京理科大学　学長

ダグラス・ジドニス
パネリスト

カリフォルニア大学サンディエゴ校

ヘルスサイエンス部門専任副学長・精神医学分野

教授

大学とイノベーション、社会との連携

　このME-BYOサミットの初回、2015年のサミットで、医療イノベー

ション大学を作ろうとの話が出ました。その後、しっかりと議論を重

ねて、健康、介護、予防も含めたまさに未病のコンセプトに基づいた

ヘルスイノベーションスクールへと発展しました。社会を変革する

リーダーを育て、県の政策と一体となって、神奈川県民の未病の改

善に貢献することを目指しています。

　多くの分野の専門領域を組み合わせて、チームワークで取り組む

「School of Health Innovation（SHI）」が誕生しました。私は理事で

あると同時に、設置に向けたカリキュラム部会のリーダーも務めまし

た。大事なことは多様性であり、多様な人がつながることでイノベー

ションが起きると考えています。

　第１期生は、ほとんどが社会人で留学生も１名います。バイオベン

チャー、製薬メーカー、医療情報、病院、保険、商社、地方公務員、情

報通信、金融、シンクタンクと、幅広いバックグラウンドを持った人が

集まり、共に学んでいます。

　公衆衛生学の専門職学位が取れることに加え、共通科目として未

病特論という未病の最先端の科目があることも大きな特徴です。　

　日本ではおそらくここだけであるヘルスイノベーション概論や、

データサイエンスも重要視しています。行動変容のための行動科学

などの新しい学問を加えながら、マーケティングや栄養学などの基

礎も押えています。

　最も重要なのは、学んだことを在学中にアクションプランとして課

題研究すること。カリフォルニア大学サンディエゴ校をはじめ、シン

ガポールなどの海外研究機関にも出ていき、実践してもらおうと考え

ています。

　また、オフィシャルテキストとして「未病」を作りました。神奈川県内

のすべての県立高校で健康未病学習教科をつくり、読んでいただく

ことになっています。未病について詳しい18歳がいるのは、世界でも

神奈川県だけと言えるでしょう。

　大学院としてだけでなく、こういった様々な取組みを通じ、WHO、

世界の教育機関と連携して、教育、研究を進めてまいります。

未病分野におけるエビデンスの構築

未病の指標化

ME-BYOをコンセプトとした人材育成、

アカデミアの役割

全世界の問題として捉え直していけるのではないかと考えています。

　健康と個人の責任の観点からは、高血圧や糖尿病のような伝染病

以外の疾患は、食生活や運動が重要だと考えられるようになってい

ます。個人が責任をもって取り組むために、未病のコンセプトが、健

康を捉え直すきっかけになると考えています。

　社会的な関係性も健康には重要です。メンタルへルスや自殺の問

題は、社会的な関係性が重要だと認識されるようになり、これも未病

の一部だとわかってきています。

　イノベーションの観点からは、WHOではこの10年ほど、産業界も

ソリューションの一部だと捉えるようになってきました。産業界と連

携するためのコンセプトとして、未病は魅力的なものです。

　未病は日本発のコンセプトであり、日本はWHOの重要なパート

ナーです。健康を管理するためには、計測が必要です。その結果に

よって、スクリーニングもアセスメントも可能になります。未病指標の

開発に向けて、WHOと神奈川県はコラボレーションしてきました。今

後も連携し、パートナーシップを続けていきたいと思います。

鈴木 寛
パネリスト

  東京大学公共政策大学院　教授／

慶應義塾大学政策・メディア研究科 兼 総合政策学部　教授／

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学　理事／

神奈川県　参与 
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　味の素は今から約110年前に、東京大学の池田菊苗先生が、昆布

のだしに含まれるうま味成分のグルタミン酸を特定し、それを弊社

の創業者の鈴木三郎助が事業化し、今に至っています。その時の思

いが、日本人の栄養状態を改善したいというものでした。現在では、

合わせ調味料やスープなど、スーパーでなじみのある商品を海外に

も展開しています。健康に対して栄養を通じた取組みをしており、お

客様の栄養がどのような状態なのか各国で分析して、製品開発や情

報提供をしています。

　「勝ち飯」として、アスリートを食事の観点から支えることにも取り

組んでいます。受験生や高齢者などに対しても、それぞれの場面で

貢献できるように展開しています。

　高齢化社会に向けて、我々が今、意識しているのは、認知症です。

65歳以上の５人に１人が認知症を発症する時代に、食事や栄養を通

じて貢献できないかと取り組み始めています。

　未病を可視化する技術、指標をセットにして、自分事として食生活

の改善をする。このようなアプローチを考えています。デジタルを

キーワードに、日常生活の中でパーソナル化された製品やサービス

を作っていくのが、これからの未病改善につながるのではないかと

考えています。

野口 泰志
発表者

味の素株式会社 研究開発企画部

事業開発グループ長

　今日は未病対策について難しい話ではなく、楽しい話をしたいと

思います。ネットを調べていたら、面白い話を見つけました。18歳と

81歳の違いです。18歳はまさに私どものキャンパスにいる学生たち

の歳。18歳と高齢者81歳の行動の違いです。

　「心がもろいのが18歳、骨がもろいのが81歳。偏差値が気になる

のが18歳、血圧・血糖値が気になるのが81歳。階段を飛んで上がる

のが18歳、階段で転ぶのが81歳。（略）」

　少し科学的根拠に基づいた対策の話をしましょう。骨をもろくす

るのを予防するには、若い頃から牛乳・乳製品を摂ることを習慣づ

けることです。カルシウムの十分な補給が、骨密度に関係することが

わかってきました。血圧や血糖値が気になれば、薄味にして、野菜、

果物を十分とりましょう。階段は気を付けて、ゆっくり歩く。

　若者はこれから頑張らなければなりませんが、高齢者はもう十分

頑張りました。残された人生をゆっくり味わいながら過ごし、嫌なこ

とは笑いで吹き飛ばすことです。そして年をとってもいつまでも夢の

話をしてください。夢は語ることに意味があります。次世代の若者に

夢の意義や大切さを語ってあげてください。

中村 丁次
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学　学長

夢を語る高齢者であれ

未病改善に向けた食の取組

秋山 美紀
発表者

慶應義塾大学環境情報学部　教授、

大学院健康マネジメント研究科、

医学部（公衆衛生学）　兼担教授

　今日は地元、横浜市にある鶴見大学歯学部からまいりました。今

日は歯周病や入れ歯の話ではなく、笑顔の科学としてお話しします。

　口は味覚の感覚器であり、消化器でありますが、笑顔を作るもの

でもあるとして、笑顔の研究をしています。笑顔のサイエンスが現

在、普及しつつあります。疫学的な調査でも、アメリカのメジャーリー

ガーで殿堂入りした選手の写真を分析すると、笑顔の度合いが大き

な人ほど長生きしているという結果が出たそうです。MRIで調べて

も、微笑みを浮かべるだけで前頭前野の血流が増してくることがわ

かっています。笑っているだけで、だんだん楽しく、幸せな気持ちに

なる。「笑う門には、福来る」の故事成語が、医学で検証される時代に

なってきました。

　心の在り方は、人為的に変えられます。口角を上げることで、気持

ちがよい感情が引き起こされます。笑顔で口角を上げるには、表情

筋の筋力トレーニングが必要ですし、楽しい気持ちを持つ、心身の

健康が不可欠です。

　笑顔にしてもらうという受け身の考え方ではなく、自ら積極的に取

り組む。笑顔は、性格や環境、遺伝ではなく、意志や知識を持つこと

で作れるものだとお伝えして、終わります。

斎藤 一郎
パネリスト

鶴見大学歯学部　教授

笑顔の効果を自分で作り出す

デザイン思考でつくる笑顔のコミュニティ

　分科会②では、過去２回のME-BYOサミットの成果も踏まえて、「未

病社会のデザイン」をトータルな視点から議論しました。

　生産年齢人口が急激に減りだし、社会としての持続可能性が保てる

のか、こうした課題が真剣に問われる時期であろう、2040年をター

ゲットに議論をしました。

　具体的には、未病のコンセプトのもと、健康、医療、介護が連続的に

つながり、サービス連携がなされている、一貫した取組みが実現する

社会とはどのようなものか、海外における取組みや、行政、教育・研究

機関、企業の取組みについて議論しました。

　まず、行動経済学のような新しい知見を活かして、保険者努力支援

制度や健康投資税制の拡充などのインセンティブを与えることで、動

機付けをすることが行動変容には有効だろうとの議論がありました。

　次に、未病社会を実現するためには、人材育成が必要だとの議論

や、食、運動、社会参加、笑いなどについて議論し、取組みは、個人の

主体性を重視して進めることが大事ではないかとの意見が出ました。

　新しい視点としては、専門家による未病外来を議論し、薬を飲むだ

けでなく食や運動を中心にした指導が行われると良いのではないか

といった意見も出ました。

　最新の技術については、ゲノム解析などのICTを活用した個別化診

断や医療、遺伝子情報や体質にあった治療や予防の展開が必要との

指摘もありました。ただし、この議論では個人情報や公平性、費用な

ど、いくつか検討すべき点も示され、精緻な社会システムを構築する

ため、行政、教育・研究機関、企業などが連携して、持続的に努力する

ことを確認し、議論を終えました。

　登壇者からの発表としては、政府の取組み、高齢化に対応する社会

システムと未病の視点からの経済的な捉え方や、未病社会に向けたト

ランジションマネジメント、新しい神奈川県立ヘルスイノベーションス

クールについての紹介もありました。

　その他にも、栄養学の観点からの未病社会のデザイン、東北大学

メディカル・メガバンクの取組みとデータの扱い、ハイブリッドコ

ホート研究から発信するヘルスイノベーションの可能性などについ

て発表がされたほか、湘南ヘルスイノベーションパークの取組み、新

しいプレシジョンヘルスケアや健康支援ビジネスの可能性、ヘルス

ケアデータの利活用、楽しい１００歳実現社会と幅広く、最新の話題

が発表されました。

　それぞれの登壇者が本日の分科会に分かれ、議論を深めていきます。

大谷 泰夫
発表者

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学　理事長

未病社会のデザイン

　西川きよしです。どうぞよろしくお願いいたします。本日はME-BYO

サミットにお招きにあずかり、光栄なことです。黒岩知事とは現役ア

ナウンサーの頃からお仕事でお世話になり、当時から福祉に造詣が

深く、いろいろなお話をさせていただきました。

　私は国会議事堂の中で18年間お世話になりました。幸せに生きて

いるお返しをさせていただきたいと、特別養護老人ホーム、グループ

ホーム、老人保健施設などに、家内や家族、孫を連れて回り、交流さ

せていただきました。

　家では最高時は15人家族で暮らしていました。家内のお母さんを

93歳、僕の父親を89歳、母親を93歳で見送りました。長生きするに

は、運動も大切ですが、食べることが大事です。食材を細かくしてバ

ランスを考え、内臓に負担をかけない食事を用意して、家内は大変

だったと思いますが、おかげで長生きさせていただきました。

　僕自身が常に心掛けていたのは、とにかく笑顔。笑ってもらうこと

です。笑いながら一緒に食事をすることが、いかに未病を改善する

か。笑いの仕事に携わったことを感謝しています。

　定期的に健診をし、自己管理をしっかりして、たまには笑いに行って

いただき、病気にならないように気をつけていただきたいと思います。

西川 きよし
基調プレゼンテーション

タレント

笑いと未病

分科会 ③

　分科会③は、「今日からできる未病改善」をテーマに、パネリストの

皆さまからお話を伺い、議論してまいります。

　私と神奈川県のご縁ですが、幼少の頃から横浜の港南区で育ち、

今も実家は港北区にあります。元々、日本テレビでアナウンサーをし

ておりましたが、黒岩知事がフジテレビにいらしたときに「看護婦最

前線」など医療番組を作っていらっしゃいました。そうした番組をよ

く観ていたものですから、知事が進められているこのサミットに参加

でき、嬉しく思っています。

　未病とは健康と病気の対立軸ではなく、連続的に変化する概念で

す。心や体を少しでも良くすることを「未病を改善する」といいます。

それによって健康寿命が延び、長い期間、仕事や趣味、社会参加な

どで活躍できるなど、生活の質の向上が見込まれます。

　本日はさまざまな分野のパネリストの方々から、未病改善に関す

る取組みをご紹介いただきます。最初に基調プレゼンテーションと

して、タレントの西川きよし様からご講演をいただきます。その後、

パネリストの方々からご発表をいただき、皆様と考えてまいります。

今日からできる未病改善
【コミュニティ・行動変容】

山本 舞衣子
モデレーター

フリーアナウンサー （元日本テレビアナウンサー）／

看護師／保健師

　慶應義塾大学のキャンパスは山形の鶴岡市にもあり、ここで12年

に渡り、健康なコミュニティづくりのプロジェクトに取り組んでいま

す。鶴岡市は高齢化率が34％です。「からだ館」は公共図書館をベース

に、情報を得る、楽しく学ぶ、出会う、分かち合うことを柱に展開して

います。

からだ館ではこのたび、健やかで幸せに暮らす住民の知恵を集めた

「健幸かるた」づくりに、デザイン思考のアプローチで取り組みました。

　デザイン思考は、人々が抱える課題を解決するためのイノベーショ

ンの方法です。試しては作り直すことを繰り返します。健康で前向き

に生きている高齢者ら90名以上が、かるたづくりに参加しました。

日々大切にしていることなどを句にしてもらい、最終的に50音の札

を選びました。絵が得意な人が絵を描き、有志が塗り絵をして絵札

を完成させました。遊び方もデザインの原則にしがって考え、自然と

会話が生まれるようにしました。デザイン思考でアプローチすること

で、コミュニティの課題の解決策を持っている人材を発掘でき、その

知恵を生かし、共感の輪をコミュニティに広げ、楽しさをつくること

ができます。笑顔のコミュニティをつくる一例として、かるたを紹介し

ました。かるた遊びを体験した方々のインタビューからは、自己肯定
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　私からは、スタンフォード大学の医学部におけるITを活用した遺

伝子研究について紹介します。DNAの情報の一部が回文、つまり前

から読んでも、後ろから読んでも同じ情報の繰り返しになっているこ

とが、1987年にわかりました。ただし、その生物学的意義がわからな

い状態が続きました。

　2002年にオランダの研究班が、それを「CRISPR」と命名し、どのよ

うな働きをしている遺伝子なのか研究を進めました。

　その後の研究でRNAとCRISPRが結びつき、免疫をもたらすこと

がわかりました。バクテリアのシステムをとって、ほ乳類の細胞に入

れ、変異を修復することを見つけました。人の細胞の中でも遺伝子の

欠陥を修復することがわかり、研究されています。それらを使った

G6PD、小児疾患、βサラセミア、鎌状赤血球症に対しての研究が進

んでいます。筋ジストロフィーやアルツハイマー症にCRISPRを使え

るかもしれないとの論文も発表されています。

　難病の治療にCRISPRをどう使うかを全世界で研究しており、論文

の本数は指数関数的に増えています。ベイエリア、ボストン、そして

全世界で、CRISPRの技術開発を競っています。ここ10年間で、ゲノム

がコンピュータでコーディングされ、どのように編集すればいいのか

わかることでしょう。

　殿町のキングスカイフロントネットワーク協議会の会長をしてい

る立場から、一言、付け加えたいと思います。未病サミットに、最先端

技術が、何故、必要なのかという点です。未病は、病気にならないよう

にするだけでなく、生まれてから死ぬまでの全てで体の状態をより

健康に近づけていこうというところに、未病の定義があると考えてい

ます。

　病気になって手術を受けて治り、再発を防止する。これも未病の

中に入るでしょう。病気の治療も未病の一環と考えれば、最先端技

術は包括的な未病の中で、重要な位置を占めると思っています。

　今回の神奈川県内の3拠点の未病での存在意義は、最先端技術

を使って健康に貢献していくことだと考えています。

感の高まり、加齢に対するポジティブな変化が示されています。

　行政の保健師さんにも好評で、市の保健福祉センターの展示にも

活用してくださり、楽しいと感じた人が別のサークルで活用するなど

健幸かるたが広がっています。

野村  龍太
パネリスト

公益財団法人実験動物中央研究所　理事長

　続いて私からは、川崎殿町地区のリサーチコンプレックスの活動

をご紹介いたします。文部科学省のプログラムとして、2015年から慶

應義塾大学が中核機関として進め、現在では67機関、就業者数

1,400名、研究者500名と集積している状況です。超高齢社会に立ち

向かっていくための研究、イノベーションを見出していくために、融

合研究、研究間のインタラクション、事業化支援、人材育成、基盤整

備、まちづくりを一体的に進めていきます。

　実際の研究としては、４つの技術分野で取り組んでいます。

　知的創薬、再生・細胞医療の品質評価の基盤を構築し、研究を進

めています。

　データ・情報基盤としては、カルテや各種の検査データを一元管

理していくシステム構築に取り組んでいます。

　元気な高齢者のデータから、健康長寿の秘訣を探ることもしてい

ます。

　医療機器・ロボティクスでは、サイバーダインや再生医療を組み合

わせて、画期的な治療法を見出していくプロジェクトが進んでいます。

　目指しているのは、近未来のヘルスケアと医療を創出する、グロー

バルな実装拠点にしていくことです。国内の地方の大学や海外のア

カデミアとも連携を深めていきたいと考えています。

ローレンス・レオン
パネリスト

米国退役軍人省パロアルト・ヘルスケア・システム

医局長

研究機関を集積し、実装拠点へ

最先端技術と未病の関係

　WHOは国連の機関のひとつで、全世界で公衆衛生を増進していく

ことが任務です。加盟国を助けて、ガイドラインを作ったり、法規を

作ったりしています。日本は高齢化問題を世界に先駆けて経験してい

ますから、私たちもそこから学んでいます。神奈川県とは多くの協力を

し、未病のアプローチについて連携してきました。

　100歳まで生きる時代になり、引退した後の人生の意思決定権を自

分の手に取り戻すことが重要になっています。エネルギーやバイタリ

ティがなければ、意志決定はできません。自分の中に幸せがあること

が必要です。

　WHOによると、健康に歳を取っていくことは、「自分が大事だと思う

ことができるための機能的な能力が温存されていること」だとしてい

ます。未病のコンセプトは、自律すること、つまり、健康を自分たちの

手に取り戻すことです。運動や食事に関する介入に加えて、認知のト

レーニングも重要です。さらに最も大事な介入は、社会的なつながり

を持つことでしょう。歳をとっても、情熱をもって社会に関わっていく

ことは可能です。

　人生の中でベストな時、それは歳をとった時。そう言える社会になっ

て欲しいと願っています。

イズレネ・アラウジョ
パネリスト

WHOエイジング・アンド・ヘルス

政策戦略シニアアドバイザー

意思決定を取り戻し、自律すること

　スタンフォード大学では、遺伝子における医薬品の効果や代謝の

研究に力を入れています。また、未病のコンセプトとも関連するよう

な、健康な状態から疾患への移行や、そのバイオマーカー等の研究

も行っています。　

　未病から疾患になる上で、複数の分子経路があることがわかりまし

た。例えば糖尿病のリスクがある場合には、発病するかどうかの予測

モデルを使えることがわかりました。そして疾患になる前に介入し、ラ

イフスタイルを変えて改善できるとわかりました。

　スタンフォード大学病院では、個別医療にも力を入れています。疾

病のガイドラインは、その疾病のみにかかっている患者を主な対象に

しています。そこで、膨大な量のカルテのデータベースの統合を行い、

複数の疾患をもった人にはどのような薬が効果的かなど、個別医療に

役立てています。アルコールを飲むと赤くなる人がいますが、特定の

薬剤に関係しており、薬剤の代謝が変わってしまうために、術後の疼

痛が上がったり認知機能不全が起こったりすることがわかりました。

このような研究を行い、プレシジョン・ヘルスに貢献しています。

ロナルド・パール
パネリスト

スタンフォード大学医学部

麻酔学・周術期・疼痛医学科　科長・教授

遺伝子を解明し、

未病から疾患への移行を防ぐ

退役軍人の電子カルテ、

臨床検査のデータを活用

スティーブン・シェイファー
パネリスト

遺伝子研究が難病の治療に可能性を見出す

分科会 ④

　分科会④は、「ME-BYOに繋がるイノベーション」をテーマにセッ

ションを行います。まずは6人の先生方に講演をいただき、その後、

パネルディスカッションに移ります。

ME-BYOに繋がるイノベーション
【イノベーション創出】

吉元 良太
モデレーター

慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター　特任教授／

イノベーション推進本部　特任教授／

殿町リサーチコンプレックスオーガナイザー（企画・融合研究担当）

吉元 良太
モデレーター

慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター　特任教授／

イノベーション推進本部　特任教授／

殿町リサーチコンプレックスオーガナイザー（企画・融合研究担当）

■ディスカッション

日々の努力を積み重ねる

山本　貴重なお話をパネリストの皆さまからいただきました。残 

　り時間が迫ってきましたので、最後に西川きよし様に、総括をし

　ていただきたいと思います。

西川　我が家は大家族ですから、中村先生の18歳と81歳のお話

　にうなずきました。100年後には、日本の人口が約6,000万人に

　なるとの心配な情報もありますが、今日は多くの先生方のお話

　を伺って、健康を自覚して行動に移して、初めて結果が出るのだ

　と理解しました。一朝一夕にはいきませんから、日々の努力が大

　切なのではないかと思います、本日はありがとうございました。

山本　ありがとうございました。皆様が何かひとつでも、ヒントを

　持ち帰っていただくことを願っています。

スタンフォード大学医学部

麻酔学・周術期・疼痛医学科　教授

　私たちパロアルト・ヘルスケア・システムは、米国退役軍人省の一

部に属します。米国退役軍人省退役軍人保健局は、1990年のクリン

トン体制のときに、大きな変革をいたしました。電子カルテの導入、

業績測定などにより、医療の質とケアの効率が上がりました。

　退役軍人保健局は大きなナショナルシステムで、統合されたヘスケ

ア・システムのネットワークとしては、米国最大です。病院の入院数が

1,700万件、臨床検査値で77億のデータを持ちます。現在、退役軍人

から１年に10万件のDNAサンプルを収集しており、２年後には100

万件のサンプルが集まる予定です。これらのサンプルの遺伝子情報

を分析し、臨床の場、患者に戻していく試みが行われます。

　来年の6月には新しい研究棟を、2024年には2つ目の研究棟がで

きる予定です。多くの遺伝子データ、研究があるため、パートナー

シップを持つ、退役軍人保健局からは、サンプル、カルテ、臨床、専門

知識を提供されています。スタンフォード、ハーバード、イエールなど

の大学研究所からは、統計学や分析手法を提供されています。

また、グーグル、アマゾン、IBMが企業パートナーになっています。こ

れらのパートナーと協力して研究を進めていく予定です。
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　オープンイノベーションとクローズドイノベーションの２つの事例を

紹介します。

　オープンイノベーション「FANTOM」は、2000年に設立された国際

コンソーシアムの名称です。FANTOM５では、114カ国、1,100人の研

究者が参加しました。ゲノムシークエンスに何が書かれているのかを

解明して共有し、国際標準のデータを作っていくことが目的です。全

世界にオープンにすることで、iPS細胞など基礎研究から応用研究に

バトンリレーし、人々の日常生活に役立つものが出来上がった非常に

良い例だと思っています。コンソーシアムメンバー全員で、目的・ゴー

ルが共有でき、人的交流が深まり、新たなビジネスが展開しました。

　もう１つ、現在、取り組んでいるクローズドイノベーションでは、理研

は67の企業にインタビューし、新しいアイデアを注入し、企業ごとにエ

クスクルーシブな研究開発企画を行っています。多様な研究をしてい

ても、社会実装に行く前の段階で止まっている例は多いのです。企業

と話し、新しいアイデアを入れて、企画をどんどん作ることをしていま

す。企業にとっても、何をすればいいか悩んだときに、「あそこに行けば

こんな企画が出来て、市場にちょっとした足場が出来る」と、集まってく

れるようになっています。これも拠点の機能の１つだと考えています。

林﨑 良英
パネリスト

国立研究開発法人理化学研究所

予防医療・診断技術開発プログラム

プログラムディレクター

　何故、ヘルスケア分野のイノベーションが必要なのか。診療報酬改

定に関しての議論が盛んになされていますし、介護費の増加は切迫し

た状況にあります。今、考えておかなければ、日本の社会保障制度を

維持できなくなります。こうした背景のもと、医療福祉サービス改革と

して、ICTやAI、データの利活用などの動きが活発化しています。

　厚生労働省では、「ジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット」を開

催し、ベンチャー支援体制を構築しています。ヘルスケア分野ではこ

れまで多くの規制があったので、当局と相談しながら産官学で改革を

進めていこうとしています。

　私は地域医療も行っています。受診回数が世界でもっとも多いのは

日本です。セルフケアやセルフメディケーションが日本は進んでいま

せん。地域の医師会、薬剤師会、ベンチャー企業が連携することが重

要でしょう。

　そして顧問をしている神奈川県庁では未病産業研究会があり、

ME-BYOに関するヘルスケア企業を応援しています。こうした産業を応

援することで、医療のエコシステムが回っていくことを願っています。

宮田 俊男
パネリスト

厚生労働省 参与／

医療法人社団DENみいクリニック　理事長／

大阪大学　産学共創本部　特任教授

医療分野のイノベーションを産官学で進める

分科会 ⑤

　分科会⑤は、「ME-BYOが拓く新たなマーケット」をテーマにセッ

ションを行います。昨日開かれた箱根の分科会ではME-BYO未来社

会デザインのひとつとして、健康増進、新たな市場や産業について議

論されました。

　私自身の経験をお話ししますと、厚生労働省の保険局が管轄して

いる研究所で、検査値の異常が5年、10年後の医療費と大きく関係

しているというデータを提示しました。この研究が特定検診保健指

導や、データヘルス計画につながっています。

　また、1980年代に、米国で健康支援ビジネス、疾病管理の考えが

整理され、その後、ヨーロッパに広がりました。また、1990年代終わり

には予防から終末期まで一貫して管理するといった考え方も一般的

になりました。まさに、神奈川県のME-BYO概念に通底するものです。

最近も、健康リスクの高い人に個別指導を行い、広く健康を保つため

の健康増進をしていくシステムについて調査しました。

　これから2040年くらいの未来を見据えて、健康増進ビジネスはど

うあるべきか、サービスの主体は誰なのか、データをどのように扱う

のか、人々の行動変容をどう促すのかなどについて議論していきた

いと思います。

ME-BYOが拓く新たなマーケット
【新たな市場創出】

坂巻 弘之
モデレーター

神奈川県立保健福祉大学大学院

へルスイノベーション研究科　教授／

イノベーション政策研究センター　所長

■ディスカッション

イノベーションを生み出す拠点とは

吉元　拠点ではイノベーションのつくり方を意図していたのか、 

　自然発生的に生まれているのか、実例でお話をいただけますか。

野村　川崎の殿町は、出来て８年になります。意図をもって集め

　たところは、さほど多くありません。21世紀のバイオイノベー

　ションのショーケースにしたいと取り組むうちに、67社が集ま

　りました。結果としていろいろなコミュニティが出来、夏休みに

　は子供イベントを開き、2,500名を集めました。研究施設をエ

　コシステムとして使っていこうとの動きも起きています。

シェイファー　イノベーションを起こすためには、２つの重要な  

　点があると思います。１つは、何の目的でイノベーションを行う

　のか、もう１つは文化です。

　中核拠点を作ってイノベーションを成功させるには、アイデアが

　必要です。アイデアは人の交流によって生まれます。人と話し、

　歩き回ることで新しいアイデアが生まれることもあります。科学

　的なプロセスは、協力体制がなくては生まれません。それらを

　促進するための交流が必要です。

林﨑　素晴らしいコメントをありがとうございます。いかにコミュ

　ニケーションをする機会を増やすか、その仕掛けを作ることが

　大切でしょう。藤本先生の湘南アイパークは、巨大な設備の素

　晴らしさだけでなく、異なった会社同士が話し合いをする場を

　作っている点が素晴らしいです。王道はありませんが、コミュニ

　ケーションの頻度を上げるための仕掛けを作り、創意工夫をす

　ることがキーになると思います。

チームと個の両方の文化を尊重し、連携する

レオン　ゲノムプロジェクトでも、大きなチームで基本的な研究が

　何年もなされてきました。バイオメディカルの分野は、大きな

　チームでのサイエンスである一方、特定の標的を目指して個人

　のクリエイティビティーが必要とされる研究もあります、両方の

　文化を補完し合い、両方を行えることが必要だと思います。

藤本　レオン先生のところ、退役軍人病院では不幸にも脊髄損

　傷の患者さんが多くおられます。今日のこの機会で、慶應義塾

　大学の中村先生のところとコラボレーションしようとの話がま

　とまりました。こうした新しい展開が生まれることも、大変、嬉し

　く思います。（拍手）

AI 時代の医師の役割

吉元　昨日の箱根の議論で、ゲノム解析などを活かした個別化医

　療、あるいは未病指標などが、進歩著しいICTやAIとのインタラ

　クションで、未来の医療を新しいフェーズに持っていくことが

　できるのではないかとの議論がありました。林﨑先生はどのよ

　うにお考えになりますか。

林﨑　ゲノムをベースにした予知医療は、当然、進んでいくことで

　しょう。一方、予測の計算、論理推量を行うための量子コン

　ピューターの話題も出てきました。１つ言えるのは、AIが医療の

　中に入ってくると、医師ができるのは責任をもって患者さんと対

　話すること。それと手術でしょう。社会で求められる医師の人

　数は増えますが、必要とされる属性が変わってくるのではない

　かと考えています。

吉元　ありがとうございました。

オープンとクローズのイノベーション

　「湘南へルスイノベーションパーク」、略して湘南iParkは、武田薬品

の創薬の研究所でした。ここをオープンイノベーションの拠点にしよ

うと開所しました。世界にはホットスポットと呼ばれるイノベーション

シティーがあります。シリコンバレー、ボストン、上海、北京、シンガ

ポールのような、日本のホットスポットを創ろうとの構想で生まれたの

が、湘南iParkです。

　１年半前に開所し、現在61社とアカデミアのグループ、神奈川県が

オフィスを構えています。開所してみて、インキュベーター、アクセラ

レーターの役割だけでなく、他者とつながる場になっていることがわ

かってきました。

　昨年12月から「湘南会議」という会議体を月に１回開き、社会課題

の解決に向けた協議を行っています。

　第１期のテーマは未病でした。メタボの男性を健康にしていく。仲

間と一緒にダイエットするアプローチを考え、神奈川県のスポーツ

チームにおいて実証試験を行いました。

　第２期は、認知症に焦点を絞って討議しています。会議では自社の

技術、ネットワークをシェアして、共創が促される場になっています。

湘南iParkは、こうしたつながりの場になりたいと思っています。

藤本 利夫
パネリスト

武田薬品工業株式会社

湘南へルスイノベーションパーク

ジェネラルマネジャー

湘南を拠点にしたオープンイノベーションの場

　私は、現在、カリフォルニア州のサンディエゴに住み、カリフォルニア

大学サンディエゴ校の日本センターの事務局で仕事をし、同時に、個

人的に10年以上エンジェル投資をして医療関係のビジネスを支援し

ています。元々は臨床医をしておりましたが、米国に渡って経営学修

士をとってバイオベンチャーの経営に携わりました。それを退いてか

らエンジェル投資をして、ベンチャー企業を支援しています。

　年金や生命保険のお金を運用して10年経ったら投資家に返すベン

チャーキャピタル投資と異なり、エンジェル投資は個人のお金を投資

し、期間は限定しません。また、グループで投資するので、スタートアッ

プ企業にとっては大きな力になります。

　エンジェル投資をするときには、ビジネスの市場性、人材、アイデア

や技術に着目します。市場は伸びるのか、ビジネスを成功させる人材が

いるのか、どのようなアイデアや技術があるのか。さらに、医療系では、

３つの「P」であるプロバイダー、ペイヤー、ペイシェントに着目します。

清泉 貴志
パネリスト

カリフォルニア大学サンディエゴ校 
グローバル政策・戦略大学院日本研究センター（JFIT） 
エグゼクティブマネージャー／
神奈川県立保健福祉大学　招聘教授

医療系ベンチャーへの投資の観点

　企業の視点から、ME-BYOの持つパワーや広がりについてお話しい

たします。

　現在、全世界の医療機器市場の平均成長率は5.2％ですが、日本は

3.0％と鈍化しています。そのため海外に販路を求めてビジネスをして

います。しかし売上で見ると、海外の大手メーカーは日本のメーカー

に比べて５倍以上の規模があります。そのような状況で健康メディカ

ルの分野で伍していくには、ME-BYOの概念は、成長できるエリアで

はないか、メディカルケアからヘルスケアに、開発の方向性を模索して

いけばいいのではないかと思うのです。

　経済産業省では、健康経営を意識した取組を進めている企業を、

健康経営銘柄として選出しています。たとえば味の素はアミノ酸に非

常に強く、その技術力を生かして健康チェックする製品を出していま

す。ヘルスケア分野への進出の例と言えるでしょう。テルモでは、社員

全員にウェアラブル端末を配り、家族も含めて健康リテラシーを高め

ています。

　子どものときからお年寄りになるまで、人生のすべての段階でヘル

スケアの観点で関わるME-BYOの枠組みは、企業のマーケットを広げ

ていくものだと思います。

昌子 久仁子
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

へルスイノベーション研究科　教授

ME-BYO が拓くヘルスケア市場
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　私が所属している産業技術総合研究所は、経済産業省傘下の日本

最大級の研究機関です。現在、産総研のヘルスケア・サービス効果計

測コンソーシアム事務局長をしており、55社の会員企業とともに活動

しています。

　ヘルスケア産業は、アイデアに満ち溢れた参入しやすい市場です。

広く知ってもらうことが重要になりますが、中小企業にとっては資本

力で差が出来てしまいます。また、消費者の立場からは、科学的根拠

のある信頼できるものを買いたい。こうした課題があります。

　産総研の強みである先端計測の専門家が多くいること、外部の臨

床試験の専門家と連携できることを生かして、エビデンスに基づいた

新しい計測システムやサービスを作ることに取り組んでいます。ゴー

ルは、世界に広がる産業を興すことです。

　免疫力が世界中で注目されていますが、なかなか測定できません。

それを中小企業に代わって測定して分析するサービスを、コンソーシ

アムから生み出しています。また、疲労計測の技術を企業の臨床試験

に使ったりといった、成果も出ています。

三宅 正人
パネリスト

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

イノベーションコーディネータ 兼 

ヘルスケア・サービス効果計測コンソーシアム事務局長

■ディスカッション

ヘルスケア産業を拡大させるための課題とは

坂巻　パネリストの皆さんの講演を聞き、ヘルスケア産業は非常

　に多様であることを実感しました。大企業の多角化、グローバ

　ル化の視点がある一方、ヘルスケア産業を担っていく中小企業

　であるとの視点もありました。また、公的な社会保障制度でカ

　バーする仕組みと、民間に任せるものとがあり、民間での例と

　して新しいタイプの生命保険についての紹介もありました。今

　後、ヘルスケア産業を拡大していく中で、課題をどのように捉え

　ていますか。

昌子　ヘルスケアに取り組む人々、国民のモチベーションをどの

　ように上げるかが課題ではないかと考えています。成果の見え

　る化や数値化、グループの取組みが必要ではないでしょうか。

清泉　アメリカのトレンドでいうと、ITの医療への応用が非常に

　期待されています。先ほど申し上げた3つの「P」のうち、お医者

　さんと保険会社はITによりコストが減らせ、メリットが大きいの

　です。しかし、高齢者が多い患者さんにとっては、ITをどれだけ

　受け入れられるかが課題でしょう。

　企業の事例では、アマゾンが自分たちの健康を増進するアマ    

　ゾンケアという健康保険のプログラムを持っています。企業に

　とってコストを削減する大きなメリットがあります。こうした例

　も参考になるのではないでしょうか。

データ活用でエビデンスを得て価値を高める

三宅　先般、着るだけで筋肉増強するシャツが、エビデンスが不

　足していると問題になりました。お店で勧めた人が嘘をついた

　ことになってしまいます。

　先ほど、ナッジ理論の紹介がありましたが、ME-BYOの動機付

　けと継続性を支えるためには、科学的根拠を作っていく必要が

　あります。データ活用が日本でも上手く進んでいくと、これまで

　以上に低コストでエビデンスを得られるのではないかと思いま

　す。そうした技術革新に力を入れていきたいと考えています。

坂巻　エビデンスをどのように集めるかが課題であり、ヘルスケ

　ア産業の特徴だと、重要な論点が示されました。新しい保険商

　品に係る動きではどうお考えですか。

高田　「Vitality」発売から約１年で、30万人のデータが集まって

　おり、これを分析して分かったことがあります。Vitality加入者

　には実際に行動変容が起きており、加入後、平均で歩数が17％

　増えています。血圧が高い人で10ポイント以上、下がった人が

　48％となっています。これはビッグデータ分析ですが、今後は

　個々に健康状態についてデータに基づいた情報を提供できる

　のではないかと思っています。

　また、ヘルスケア産業は、１社でマネタイズするのは難しいと感

　じています。複数の仕組みを組み合わせたプラットフォーム

　づくりが重要ではないかと考えています。

人材育成が鍵

坂巻　今後のME-BYOの産業支援について、何が必要とお考えで

　しょうか。

宮田　地域医療で担当している90代の方でも、薬と併用してサプ

　リメントを使い、運動プログラムを取り入れることで、再入院を

　予防している例もあります。結果的にこの患者の場合、医療費

　が減っていると思います。未病を改善させることに対して、保険

　者からの成功報酬は入らないことが、未病系のベンチャー企

　業のマネタイズの難しさと話しています。

　ME-BYOに取り組むことが、産官学いずれにも、地域に住む人に

　とって、良いものとして循環していくことが、本当のエコシステ

　ムにつながるのではないでしょうか。どのように現場でビジネ

　スとして成り立たせるのか、知恵を絞っていかなければならな

　いと思っています。

　また、人材育成も大きな問題です。ベンチャー企業が継続でき

　ないのは、人材が不足していることも理由です。大学にもベン

　チャー企業の経験がある教員は不足しています。

　今、まさに神奈川県では、医療福祉大学にヘルスイノベーショ

　ンスクールができたので、人材を輩出して欲しいと期待してい

　ます。また、大学の企業からの資金集めも日本は不足している

　のではないかと考えます。人・物・金がしっかり集まる場を作っ

　ていく必要があると思います。

データ活用とエビデンスの確立

坂巻　会場からも質問やご意見をいただいていきます。

会場より質問　整骨や整体で健康に関わる仕事をしています。

　長くかかわっていますが、エビデンスが確立できず、アピール

　の仕方に苦しんでいます。そうした支援について、三宅様に伺

　いたいです。AIや予測の計算、論理推量を行うのに量子コン

　ピューターの話題も出てきました。AIが医療の中に入ってくる

　と、医師ができるのは責任をもって患者さんと対話することと、

　手術でしょう。社会で求められる医師の人数は増えますが、属

　性が変わってくるのではないかと考えています。

三宅　私どものヘルスケア効果計測コンソーシアムで、279社の

　中小企業を訪問してヒアリングをしたところ、同じようにエビデ

　ンスに苦しんでいることがわかりました。そうしたことを支援し

　ていくチームづくりや活動を進めているところです。是非、相談

　にいらしてください。

坂巻　エビデンスについて、アメリカではどのように考えられてい

　ますか。

清泉　ビッグデータをとにかく集めて、データマイニングするの

　が主流ではないかと思います。AIがさらに発達すれば、データ

　を入れたら、「ここをもう少し詳しく見たらいいのではないか」

　といった指標になるのではないかと思います。

三宅　何かを介入する前と後のデータがあると、効果ありのグ

　ループが明確になってくるでしょう。データ整理の仕方をあら

　かじめ知っておくと、仕事をしながらより高いレベルのエビデ

　ンスを作っていくことができます。データを無駄にしている

　ケースが多々あるのではないかと思っています。専門家と連携

　することで、うまく活用できるのではないでしょうか。

昌子　これまで医療のデータは、うまく活用できていない状況だ

　と思います。ただ、最近ではPMDAが中心となって、市販後の

　データを集積して製品評価や開発に活用しようとしています。

　力を合わせながら、日本のデータベースを構築していくことが

　必要だと思います。

データ活用の現状と今後の在り方

会場より質問　データを活用していくことは重要ですが、集めた

　データをどのように公開して、活用していくのでしょうか。

坂巻　保険会社としてデータの扱いを高田様に、厚生労働省の取

　組みについて宮田様にお願いします。

高田　膨大なデータがありますが、非常にセンシティブな情報

　ですから、匿名化した上でマクロなデータとして分析してまい

　ります。産業技術総合研究所、立命館大学と共同研究をして、

　社会あるいは加入者の方々にフィードバックする取組みをして

　います。

宮田　厚生労働省でも国民健康保険の保険者努力支援を進め

　る中で、法改正をしてデータを使いやすく運用していく動きが

　あります。

　産官学で立場の違いはありますが、データ活用していく研究が

　増えてきていますし、製薬会社でも認知症領域などで失敗事

　例を共有して啓発を進めるコンソーシアムも進んでいます。自

　治体と企業の連携の取組も始まっています。今後、国も企業

　も、保険者側も、データを活用していく方向に向かっているの

　ではないかと考えます。

坂巻　ありがとうございます。データ利用については、今後も引

　き続き議論していくべき課題でしょう。パネリストの皆様、議論

　に参加いただいたフロアの皆様、ありがとうございました。

　私からは企業がME-BYOにどのように取り組んでいるのかと、現

在、販売している健康増進型保険‶住友生命「Vitality」"について紹介

します。この商品は、南アフリカのディスカバリー社が約20年前に開

発した世界ブランドの商品で、世界23カ国、約1,000万人の加入者が

いる、非常に進んだ健康増進型の保険です。日本では販売から約1年

が経過し、現在30万人にご加入いただいています。神奈川県では、

ME-BYOブランドとして認定いただいています。

　日本は長寿国ですが、健康寿命と平均寿命のギャップが大きいこ

とが、個人にとっても、国にとっても大きな問題です。人間には非合理

的な面があり、合理的な行動をしない、長期的に大切なことを回避し

てしまうといった傾向があります。これに対応する効果的な手段とし

て、小さなキッカケを与えて人の行動を考えるナッジ理論というもの

が提唱されています。

　私どもはナッジ理論に基づいて健康増進活動を働きかけ、続けて

いく仕組みを作ることが重要だと考えており、それを実現する仕組み

として健康増進型保険を提供しています。また、行動データを活用

し、加入者の健康増進のための新たな価値を創ることにも取り組ん

でいます。

高田 幸徳
パネリスト

住友生命保険相互会社　執行役常務

健康増進型保険でリスクを減らす

医療提供者や病院の効率、保険会社がコストを節約できるのか、患者

さんの健康が良くなるのかが、医療系ビジネスの大切なポイントにな

ります。

計測技術でエビデンスに基づいた

サービス開発を支援
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　私の専門は社会シミュレーションと呼ばれる領域です。データサイ

エンスやデータ分析といった、データに基づいて合理的な判断を行え

る何かを見つけ出す研究に取り組んでいます。

　研究の応用として、子育てGIS分析と呼ぶ子育てをしやすい町の指

標を分析しました。人口分布、子育て世帯の分布、共働き率などの

データをマッピングし、個人のアンケートを重ね合わせると、子育ての

しやすい町とは何かが見えてきます。高齢者にやさしいまちづくりの

指標にも応用できるでしょう。AEDの適切な配置検討のために、既存

のAEDの配置場所と住宅、世帯や人口との割合を重ねて見るといった

事例もあります。

　今後はバイタル情報をインターネットで共有し、異常値が出たら医

療機関に知らせるといったことが可能になると考えています。医療需

要を明らかにすれば、5年後にはどの病院に負荷がかかりそうかな

ど、医療計画にも反映できるでしょう。

　データ分析から今の状況や特徴がわかり、保健、医療、福祉需要

の潜在ニーズが予測できます。これからは短期的な対策や政策に

データ分析の結果を生かし、中・長期的な政策立案にはシミュレー

ションによるシナリオ導出が不可欠になることでしょう。

市川 学
パネリスト

芝浦工業大学システム理工学部

環境システム学科　准教授

分科会 ⑥

　今、世界は大きな転換点にあります。デジタルトランスフォーメー

ション（DX）と呼ばれる、デジタル化の流れです。金融分野で起きて

いるような変化が、ヘルスケアの分野でも起こるでしょう。映画業界

で起きているような、共有する価値をつくる動きが出てくるでしょ

う。万人に効く薬を評価するのではなく、個々人にあわせた医療へと

変わり、データが世界を変えていきます。

　これまでデータは、企業や国が持っていました。G20で日本は、こ

れからは信頼を軸にしてデータを流通させる新しい社会を作ってい

きましょうと、提案しています。信頼に対する貢献がないと、これから

先はデータを使えなくなってくるでしょう。Apple社のティム・クック

氏は、人々を健康にし、いのち輝くことに貢献することが、データを扱

う信頼を得ることにつながっていくだろうと述べました。Google社も

ヘルス分野に軸足をおくほか、Amazon社でも新しい医療を提案し

ていく動きがあります。ヘルスケアを軸にしながら、世界が変わりつ

つあります。

　このセッションでは、パネリストの方々に様々な論点でお話をいた

だき、ディスカッションへと進めていきたいと思います。

ME-BYO×データ×社会システム
【データ利活用】

宮田 裕章
モデレーター

慶應義塾大学医学部医療政策・管理科　教授

　私はLINEを活用した防災に関して取り組んでいます。LINEは日本

国内で8,100万人のアクティブユーザーにご利用いただいています。

年齢構成は、ほぼ日本の人口構成に等しく、都市部から地方まで幅広

く使っていただいています。

　現在、取り組んでいるのは、発災直後の情報収集と、そのデータ活

用です。例えば、地震が起きると家族や親戚から連絡が来ますが、こ

れをシステムで再現し、AIで集約します。状況と位置を集約し、地図上

に表示します。発災直後のダメージを把握することで、次の動きが早

くなると期待しています。

　平成30年の台風19号では三重県でこのテストシステムを稼働しま

した。被災状況をスマートフォンのカメラで撮ってもらい、情報収集し

ました。マサチューセッツ工科大とLINE社との共同研究では、ユー

ザーから位置情報とともに被災状況の情報を送ってもらい、エリアご

とにどのようなダメージがあるのかを可視化します。写真があれば、

ざっくりとではありますが地域の状況がわかります。

　また、LINEリサーチの機能を使い、発災直後にアンケートを送付し

たところ、準備から回収まで６時間ほどで６万2,000人の回答が得ら

れました。

　これがITの力です。これからも人々の行動を変えるためのデータ捕

捉に取り組んでいきたいと思います。

江口 清貴
パネリスト

LINE株式会社　執行役員

発災後のフレッシュな情報を

LINEで収集し、可視化

　私が現在、一番力を入れているのは母子保健分野で、妊娠、出産、

出生時から予防、健康増進を行うことで、健康にどのような効果があ

るのかといった研究です。ここ数年は、ヘルスケアデータの収集や活

用がアナログからデジタルへと進化しています。

　母子保健は、健康支援や子育て支援、制度や政策などたくさんの

分野が入り混じっています。そのためシームレスな保健医療福祉領域

の連携が求められます。この数年、母子健康分野の災害時保健医療

活動におけるデータの共有・利活用の研究が進められてきました。

　神奈川県では電子母子手帳アプリを、数年前からスタートさせてい

ます。行政が出来ることとして、マイナポータルと連携して、市町村が

持つ乳幼児健診や予防接種歴を学校健診情報などとつなげて、一生

涯自分の情報を活用できるようにと、制度設計を進めています。神奈

川県では、個人の健康データを、県のサーバーでバックアップする取

組も行っています。

　神奈川県立保健福祉大学では、未病コンセプトを学び、イノベー

ターとして実証、体験を積み重ねて、新しい価値を見つけていける全

世界に役立つ実践的な人材を育てていこうと取り組んでいます。

吉田 穂波
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

へルスイノベーション研究科　教授

母子健康分野のデータを一貫して活用へ

二次利用できるようになっています。２つ目は、電子カルテが、医事会

計の事務処理システムであることです。３つ目は、病院には特殊な業

務を行う部門が多く存在し、それぞれが業務システムを導入している

ため、データが分散しています。

　病院のデータを持ち出すことに障壁はありますが、実行不可能では

ありません。神奈川県立こども医療センターの小児科では、低出生体

重児について病院が持つ臨床情報を保護者と共有する試みが始まり

ました。

　病気には未知の部分が多く、プライバシーに直結しますが、データ

に関わる人間、状況などを信頼できるかということが大切です。医学

の知見は本人のためだけでなく、人々の幸せのために用いられるべき

ではないかと考えています。

データから現状を分析し、

将来のシナリオに生かす

　私どもは、「ポケモンという存在を通して、現実世界と仮想世界を

豊かにすること」を社是にしています。

　ポケモンは登場以来、来年で24年目になり、当時10歳だった小学

生は子育て世代となり、親子で楽しめるようになりました。ポケモン

を永続させていくために、ブランドに悪い影響を与えるものを防ぎ、

ブランドに良い影響を与えるものは収益性が低くてもしっかり取り

組んでいこうと考えています。

　３年前にPokémon GOが生み出され、２億人がフレンドになってい

ます。これを生み出したのは、Google mapの開発チームのジョン・ハ

ンケさんという人で、「人をたくさん歩かせれば、コミュニケーションが

増え、世の中が良くなる」と開発中から言っていました。その想いと、ポ

ケモンが本当にいるのだということを、実現したいと考えました。

　現在、Pokémon GOのプロジェクトとして、地方自治体と提携して

ポケモンを無料で貸し出ししています。商品を作ったり、AR的に楽し

めたりできるもので、社会貢献の１つとして取り組んでいます。

　呼気中一酸化窒素測定の検査の呼吸量を、ゲームのようにして調

整する技術があります。今後はこのようなゲーミフィケーションを活

用する可能性もあるのではないかと考えています。

宇都宮 崇人
パネリスト

株式会社ポケモン　

代表取締役　最高執行責任者

Pokémon GOがコミュニケーションを促し、

社会貢献する

■ディスカッション

データを活用し、社会に貢献する

宮田　ここからはパネルディスカッションに移ります。市川様に  

　伺いたいのですが、シミュレーションデータを活用したことで、

　これまで行政で見えてこなかったことが見えてきているとのこ

　とでした。スマートフォンに入っているデータを使うことで、歩行

　速度がわかります。マイME-BYOカルテは、まさにそのように県

　民を支えるツールとして使えるのではないでしょうか。フレイル

　の危機にある人たちをどう支えるか、シミュレーションで見えて

　くる可能性があるのでしょうか。

市川　その地域で歩行速度が落ちてきている方が多いといった

　ことが出てくると、行政がどのような形で介入できるかといった

　シミュレーション技術が使えるのではないかと思います。

宮田　ダイナミックに未病の改善をサポートしていく仕組みがで

　きるかもしれないですね。宇都宮様のお話から、世界のウェル

　ビーイングにポケモンで貢献するという志を感じました。プロ

　ダクトを作る上で、価値の共有についてどのように意識していま

　すか。

宇都宮　Pokémon GOのプロジェクトを進めて、自分たちが提供

　するものの価値や現実世界と仮想世界の両方を豊かにするこ

　とから、ウェルビーイングを自然と意識するようになりました。

　それが長く愛されるものにつながるのではないかと意識してこ

　のプロジェクトと関わり始めました。

宮田　楽しさの中で自然に、新しい世界を開いたのですね。楽し

　さから価値創出を考えていけるのは、非常に面白く感じます。

　従来のCSRで罪滅ぼしをするのではなく、企業理念の中に

　サスティナビリティーの考え方を入れないと、データを使わせ

　てもらえず、社会の規制からも逃れられなくなる時流なのかと

　思います。江口様からはLINEというインフラが命を救うこと

　につながっているという、迫力のある事例を紹介いただきまし

　た。２年前にウェブを通してがん患者さんをフォローアップし

　た事例が話題になりましたが、今ならLINEでできますね。定

　期的にボットで聞き、兆候がある人を呼び寄せれば、劇的に生

　存予後は改善するでしょう。LINEは災害だけでなく、ヘルスケ

　アにおいても潜在的に可能性がありますね。

江口　人々が常に使っているツールであればよいのだと思いま

　す。ただ、LINEならば他のアプリをわざわざダウンロードしな

　くて済みます。また、LINEの場合、基本的に本人とのコミュニ

　病院にはデータがたくさんあるとお思いでしょうが、医療情報には

２つの特殊性があります。１つは情報そのものの特殊性です。病気の

情報は難しく、プライバシーに直結しています。もう１つは、病院の情

報処理環境の特殊性です。検査結果が医療行為として使われた後に

診療目的以外で用いられる場合は、二次データになります。

　二次データの活用には、３つの障壁があります。１つ目は二次デー

タを利用するときの目的の明確化。現状では本人の同意があれば

盛一 享德
パネリスト

国立研究開発法人国立成育医療研究センター研究所

小児慢性特定疾病情報室室長

医療データは人類の幸せのためのもの
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　被災された方々を中心に多くのご協力を得てできた東北メディカ

ル・メガバンクは国民全体の健康を守るための基盤になります。

　神奈川県が指すME-BYOとも多くの協力の可能性があります。

　病気は多くの場合、体質と呼ぶ遺伝的要因、そして生活習慣や環境

によるものが、加齢とともに複雑に絡み合って起きます。これに挑戦

するには、時間をかけた縦断的な健康調査が重要になります。その健

康調査の武器がコホートやバイオバンクです。私たちは地域医療を立

て直しながら、コホート事業を行ってきました。

　東北メディカル・バンクでは、病気になる前の情報と家族情報つき

の情報の両方を集めました。家族情報つきとしては三世代コホートを

７万人ほど集めています。出生から始まる三世代コホートが成功した

のは、日本だけです。産婦人科医院で妊婦さん一人ひとりに説明し、

同意をとって進めました。アメリカやイギリスの、広告で協力者を集め

る手法との大きな違いです。

　地域健診センターでの丁寧な検査によって、「健康を見直すきっか

けとなった。子どもたちの健康を守るために続けてほしい」と地域の

方に支えられています。自治体の事業と協力しながら地域に役立て

ています。

　将来に向かって、パーソナルヘルスマネジメント社会の構築を目指

し、自治体と協力したまちづくりのひとつの基本にしていきたいと考

えています。

山本 雅之
パネリスト

東北大学大学院医学系研究科

教授・TOMMO機構長

分科会 ⑦ ME-BYOでデザインするまちづくり
【地域課題解決】

武林 亨
モデレーター

慶應義塾大学医学部・医学研究科　教授

　私たちは、地域で行動するための大事な要素には、３つあると考え

ています。１つ目がサイエンス、２つ目が連携、３つ目が行動です。

　１つ目のサイエンスは、再現性をもって継続的に次の世代につなげ

たり、結果をいろいろな領域に広げたりするためのツールとして不可

欠です。神奈川県のME-BYOをサイエンスにするのが、コホート研究

です。２つ目の連携については、データ連携と人の連携の両方が必

要です。３つ目の行動は、地域で活動するときには特に大事な点で

す。早く結果を返すための取組みとして、ハイブリッドコホート研究

と名付けて、２、３年程度の短期スパンでフィードバックし、地域から

新しいヘルスイノベーションやサービスを生み出していこうとしてい

ます。具体的なプロジェクトとして、ヘルスケアロボットを活用した介

護予防プログラムを開発しています。簡単に装着でき、トレーニング

に使えます。また、健康な人を高血圧にさせないプログラムでは、独自

の未病スコアを使って介入しています。

　さらに、地域で行動するプラットフォーム「NPO法人地域健康プラ

ン」を作り、継続的にプロジェクトを進めるためのノウハウを蓄積する

仕組みを構築しようとしており、サイエンスを基盤にいろいろな方と

連携して地域で行動し、我々プレーヤーからヘルスのイノベーション

を起こしていきたいと考えています。

成松 宏人
パネリスト

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科　教授／

NPO法人地域健康プラン　代表理事

地域で行動するために重要なこと

　運動機能の面から地域課題を解決するために、慶應義塾大学と

藤沢市では、身体活動・運動の促進に係る事業連携の協定を結んで

います。「ふじさわプラス・テン」はその１つです。60分多く体を動かし

ましょうと言ってもハードルが高いので、まずは10分動かしましょう

というものです。今何もやっていない人にとっては10分でも行うこと

小熊 祐子
パネリスト

慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・

大学院健康マネジメント研究科　准教授

グループでの運動活動を支援

個別化医療・個別化ヘルスケアを目指し、

バイオバンクを活用する

　ケーションを通じてデータを収集しています。そして「こういう

　データを提供したら、こうなる」と、可視化しやすいことがメ

　リットではないでしょうか。

公共財としてのデータ取集と活用

宮田　神奈川県としては、ヘルスケア分野の健康データのフロン

　トランナーとして今後、どのように取り組んでいきますか。

吉田　胎内の健康データは、手つかずの宝の山だと思っていま

　す。それが生涯にわたって疾患リスク、体質や気質、知的な面に

　影響を与えることもわかってきています。そうした周産期疫学

　のエビデンスをもとに、本人合意のもとでデータを取得し、活

　用していければと思います。使っていて楽しいシステムを平時

　から使い、災害時にも使いやすいとなれば、生涯に渡って健康

　を支援できるのではないでしょうか。

宮田　医療ではデータを公共財、共有材として、いのちの輝きに

　使っていく。そのためにカルテなどの情報をどう開示していくの

　がよいと、お考えですか。

盛一　ICTと親和性が高いのは若い世代であることと、支援者が

　必要である子どもであることを考え、子どもや若者を対象に突

　破口を開くことが現実的ではないかと思います。心情的にも、

　子どもには何かしてあげたいというコンセンサスを得られやす

　いですから。

データの価値を創り出すために

宮田　これからのデータ活用は、国主導や企業主導ということ

　ではなく、共創する中からデータの価値を創り出していける

　のではないかと思います。そのために何をすべきか、お一人ず

　つお伺いします。

市川　長年、社会シミュレーションとデータ分析に関わった経

　験から、健康データは手つかずの宝の山だと思っています。

　しかし、生涯にわたって一人ひとりの情報を取り切れていない

　ことを実感します。個人の情報はそれぞれの人のものではあ

　りますが、集計することで自分にどのような恩恵が戻ってくる

　のかを知ってもらう。貢献のあり方として、今後は、それを考

　えていくべきではないかと思います。神奈川県が取り組んで

　いる個人の健康に関する情報を行政として利活用する中で、

　コンピュータサイエンスの力をうまく活用できるのではない

　でしょうか。

宇都宮　私自身の個人的な経験ですが、カメラで写真を撮ると

　きに位置情報を付加すると、どこで撮ったかがわかるのでや

　めたほうがいいと以前にアドバイスされたことがあり、位置情

　報を活用しない時期がありました。今はそれを後悔していま

　す。どこに行ったのか位置情報があれば、きれいにマッピング

　してくれる。位置情報を付加するといえば、不安や何となく嫌

　だといった意見が先行します。後から振り返ったときに、うま

　く活用することで生活が豊かになると、早い段階から伝えて

　いくことが大事ではないかと考えています。

江口　データ利活用といっても、多くの人はイメージできてな

　く、データを利用した実感がないのでしょう。実感できるよう

　な仕組みがあるとよいと思っています。

吉田　妊産婦、乳幼児というのは人口の中で数％しかいない

　マイノリティで、社会の中でお互いによく見えない存在です。

　そうした人々が互いにつながり、スマートフォンで相談できた

　り、気持ちまでつながったりするようなシステムが出来れば、

　データ活用が広がるのではないかと思います。

盛一　医療分野では、どうしてもデータは閉鎖されがちです。今

　後の持続可能性を考えると、医療分野にも産業としての捉え

　方が必須になるでしょう。データ利活用の理念の中に、信頼性

　と透明性を高めた形で示すことができれば、新たな利活用の

　方法が見えてくるのではないでしょうか。

宮田　何を食べ、何を着て、どう遊び、どう働いてと、すべての

　データは世界に影響を及ぼしています。それを可視化すると、

　一人ひとりのいのちの輝きや、誇りを持つことにつながってい

　るのでしょう。データを活用した新しいヘルスケアに関して、

　トップランナーの方 と々連携しながら、未病に取り組んでいく

　のだと勉強になりました。ありがとうございました。

　このセッションは、地域で特徴のある活動をされている方々をパネ

リストに迎え、お話を伺って議論していきます。

　まずは私自身が携わっている山形県鶴岡市の取組を紹介します。

鶴岡みらい健康調査として、コホート研究が市民の方々に知られて

います。新しい健康の生体指標を分析するもので、参加者に直接の

メリットは少ないのですが、次世代への健康の贈り物として89％も

の地域の方々が参加してくださっています。

　地域で研究を続け、データ分析することで地域の健康課題が見え

てきました。鶴岡市は、旧市街地と農村、海沿いの漁村地域でかなり

傾向が異なることがわかりました。こうしたデータを示して地域の健

康課題について、健康教室でお話をする活動も進めています。

　学術的なプロジェクトを地域で進めるのは、簡単なことではあり

ません。分科会３で登壇されている慶應義塾大学の秋山先生が健

康について気軽に調べたり、相談できたりする「からだ館」を図書館

の中に設け、私も一緒に活動してきたので、地域の方たちと関係がで

きました。今は発展してがん患者の方が集まるピアサポートの場にも

なっています。現在、認知症予防調査などに取り組んでいます。市民

にとって関心のあるテーマに新しい手法を使って研究に取り組み、

地域にフィードバックしていきたいと考えています。
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石井 直明
パネリスト

東海大学健康学部健康マネジメント学科　教授

健康バスで地域に出向き、健康状況を測定

　日本は健診制度が充実していますが、高齢者が健診を受けてい

るのは20％程度です。そこで、東海大学では「健康バス」を仕立て、

血圧計や骨密度系などの計測器を積み、地域に出かけています。東

海大学では2年前に健康学部ができ、また、東海大学は、2006年に

大学院医学研究科にライフケアセンターを、医学部附属東京病院に

抗加齢ドックを作りました。

　健康バスで、医学部や健康学部の学生を募り、フィールドワークの

一環として市民のデータを計測しています。測定後は、測定データに

基づいて保健師さんが助言、指導を行っています。伊勢原市から始め

て、2016年は333名、2017年には672名に参加いただき、年々、増加

しています。男性は内臓脂肪が増え、足の筋肉が減っていくことがわ

かりました。女性は内臓脂肪レベルが上がり、基礎代謝が下がってい

きます。参加者の方からは、普段は測らない体組成や骨密度がわか

る、学生と触れ合うことが非常に楽しいと言っていただいています。

　東海大学では「地域の健康課題解決推進会議」を発足しました。

地域の保健関係の方々にも参加いただいています。神奈川県の未病

産業研究会とも連携しています。ぜひ関心のある企業の方にも連携

していただきたいと考えています。

　未病でデザインするまちづくりを実践しようとすると、本気の連携

が必要になります。そこで「未来ビジョンに基づく大型連携」として、

企業や研究機関、自治体と私たちで大きな連携の枠を作り、未来ビ

ジョンをつくりました。

　ビジョンのポイントを説明します。2050年の社会は、実社会とサ

イバー空間が一体化した社会になります。そこでヘルスケアとモビリ

ティーを掛け合わせることで、どのようなことが起こるのかを検討し

ています。

　横浜国立大学では、再来週に「YNU研究イノベーション・シンポジ

ウム」を開催します。神奈川県に拠点を持っている企業や研究機関、

自治体との連携強化を目的として行います。そこでビジョンを実現さ

せるための考え方としてヘルスケアを選びました。地域で生まれたヘ

ルスケアの強みを社会実装するための研究や連携の取組みが生ま

れています。

　シンポジウムでは、ヘルスケアとモビリティーが結びついていく場

合の持続可能な都市をモビリティーデザインで議論したいと考えて

います。MaaSが生まれることで、新たな産業やヘルスケアMaaSが生

まれるだろうという仮説で議論することで、未病に基づくまちづくり

を進めていければと考えています。

で特に健康上の効果があります。

　「プラス・テン体操」を作り、DVDやCD、解説書を配布して、地域で

運動を進めてもらっています。2013年から２年間、４地区で行ったと

ころ、プラス・テンの知識は少し増えましたが、身体活動を増やすま

でには至りませんでした。

　2015年からは全地区に拡大し、グループ運動研究に協力してくれ

るグループを募集しました。10グループ、192名が参加してくださり、

プラス・テン運動や健康チェックをしました。４年目になりますが、

参加を継続している方は、運動機能が伸びるか、現状維持をしてい

ます。

　包括的なコミュニティづくりにプラスになっていることもわかりま

した。グループ運動の実施が、身体的、精神的、社会的にバランスの

取れた健康に貢献していることが見えてきたわけです。

　この成果をもとに、「グループで行う運動のすすめ方ガイド」を作

り、ウェブで公開しています。研究と実践の現場とが行ったり来たり

しながらスケールアップしていく。これが地域の身体活動普及の知

見創出につながっています。

■ディスカッション

コホートを連携し、標準化することが重要

武林　ディスカッションをしながら、未来に向けてまとめていけ   

　たらと思います。パネリストの皆様の講演から、いくつかの

　キーワードが出てきました。連携、そしてデータです。成松様、

　今後の連携について、追加してお話しいただけますか。

成松　私たちのチームが目指す連携には、２つの観点がありま

　す。1つ目が神奈川での連携。神奈川は独自の先進性があり、

　地域の課題があります。今後、アライアンスとしてコホートや

　地域の研究で連携していきたいです。もう1つが、ナショナルワ

　イドの連携です。東北メディカル・バンクは、今、日本で質、量

　ともにトップのゲノムコホートです。ほかにもそうしたコホート

　と連携することで、日本国民のヘルスケアに貢献することと思

　います。

山本　私もコホートは連携しなければいけないと感じていま

　す。一番大事なのは、共通の土台で使えるベースを作っていく

　こと、そして標準化することではないでしょうか。そこに一歩踏

　み出すべきではないかと思います。

　また、未病の遺伝子解析にゲノムを組み込んで欲しいと考えて

　います。ゲノムを標準的な方法で解析し、一緒に使えるように

　なるとよいのではないでしょうか。

地域の問題を連携して解決する

武林　現場としてやるべきことは、人材育成からさまざまあると

　思いますが、成松様、いかがですか。

成松　連携するとなると、現実にはデータ整理など現場でする 

　べきことには課題があります。ただ、既に行動していて、山本先

　生とメガバンクの先生と我々で、共同研究をしています。ゲノム

　を使った介入に向けた基礎解析や、連携したときに整合性が

　取れ、検証できるかといったことに取り組んでいます。そうし

　た作業を通して、本当の意味の連携が進むのではないかと感

　じています。

武林　ロボットスーツHALを使ったプロジェクトも連携の一例だ

　と思いますが、いかがでしょうか。

成松　私は主に疫学ゲノムが中心なので、ロボットスーツのよう

　なシーズについてはうまく評価するようなノウハウがありませ

　ん。そこで小熊先生のチームと連携することで、初めて介護ケ

　アロボットについてコホート研究プラス運動面での評価をし、

　アカデミックな評価、製品評価を高めようというプロジェクト

　になりました。

武林　小熊先生は身体活動という観点を含めて、どのようなこ

　とを期待しながら取り組んでいらっしゃるのですか。

小熊　地域で運動を続けている方は、身体機能を維持できて

　います。ただ、脳梗塞を起こしたり、病気になったりしてグルー

　プ運動から遠ざかる方は、運動機能、生活面での機能がどっ

　と下がります。そういうときこそ、ロボットスーツHALで集中介

　入できるのではないか、また一部の技術を、もっと有効に活用

　できるのではないかと期待して、共同研究しています。

武林　健康バスの活動から、地域の課題をどう解決していった

　らよいかを、石井様、お願いします。

石井　健康バスの測定に来てくださる方は、健康意識が高いで

　す。一番の問題は、ビラを配っても、半数以上の方は「病院に

　行っているから」とおっしゃる。病院では一部を診察してもら

　うのであって、総合的にかかっているわけではありません。「体

　に自信があるから」と言われることもあります。本当に必要な

　人に来ていただくにはどうしたらよいのか、それが問題かと

　思っています。

MaaS とヘルスケアの可能性

武林　金子様のMaaSとヘルスケアは、別の次元での解決策だ

　と思いますが、具体的なイメージなどお話しいただけますか。

金子　日々、移動している人の健康データが取れ、それが信頼

　に足るものなら、大きく社会が変わると話しています。たとえ

　ば薬局の機能が新しいMaaSで移動できるようになると、ヘル

　スケアのソリューションが生まれます。また、移動が難しい地

　域に住んでいらっしゃる方が、ヘルスケアのソリューションに

　よって移動しやすくなるかもしれません。さらに、サービス、

　データ、シェアリングのエコノミーの観点から、どのような新し

　い価値が生まれるだろうかを議論しています。歩くということ

　を視点に、歩くことを支えるMaaSが出来たときに、ヘルスケア

　がどのように変わるか、議論を続けていきたいと思っています。

武林　産業界には何を期待しますか。

金子　産業界の方と連携して一番ありがたいのは、マネタイズが

　明らかになることです。構想が利益や収益を生むのか。早い段

　階で企業の方が本気で連携してくださると、マネタイズの課題

　が浮き彫りになります。そこがありがたい点です。

山本　コホートと通常の健康調査の大きな違いは、追跡ができ

　ることです。同じ人を長く追跡していく。すると変化が見えてく

　るのです。

　今、５年目の２回目の精密な調査をしているところですが、企

　業の方々から自分のところの製品開発のために、このような

　データが必要だと提案いただきます。それをアドオン調査とし

　てやりますと伝えると、製品開発の鍵になると、多くのオ

　ファーをいただいています。

　一例を挙げると、認知症の研究に向けて1万2,000人の健康な

　人のMRIを撮りました。すると、認知機能検査に加えて、嗅覚

　の検査をしてくれないかとのお話を企業からいただきました。

　嗅覚は、認知症の早いマーカーの１つとして注目されているそ

　うです。さらにベースラインでゲノムの調査もあれば、産業界に

　大きなインパクトをもたらすと思います。

　金子先生のお話を非常に面白く伺いました。グーグルが開発

　した技術で、住まいをマッピングしたデータがある。これに健

　康データを組み合わせたら、どのような変化が出るかなと。

　具体的にはJR東日本と協力して、駅から２キロずつ同心円で

　住所を区切り、住んでいるところと健康の指標のBMIを調べ

　ました。すると、２キロ以内の人はBMIが低い。むしろ車社会で

　駅から遠い人ほど、歩かないためBMIが高くなりました。移動

　と健康指標とどこに住んでいるかを組み合わせたら面白いの

　ではないでしょうか。

金子　このテーマでコンソーシアムを立ち上げようと考えていま

　す。協調していろいろな知恵を交換していけたらよいですね。

小熊　私は身体活動を専門にしております。世界的にも運動不

　足、歩くことの不足が問題になっています。昨年WHOが提示

　した「身体活動に関する世界行動計画」のコンセプトが、まさ

　に金子先生がおっしゃるヘルスケアMaaSに当てはまるのでは

　ないかと、わくわくしました。WHOでも2030年をターゲット

　に、トランスポーテーションを身体活動の場にすることでエコ

　や健康増進につながり、企業にとっても高いベネフィットにつ

　ながると述べています。協働で考える場が作られると、さらに

　神奈川から広がるのではないでしょうか。

地域活動と人づくり、組織づくり

武林　重要なことは、地域に住んでいる方ともいかに連携するか

　どと思います。山本様、いかがでしょうか。

山本　調査に協力していただいた個人にお返しするだけでなく、

　統計値として自治体の方々にデータをお渡ししています。健

　康・医療戦略、政策立案に役立ててほしいと。

　宮城県は、肥満のワースト5の１県です。このデータを差し上げ

　て、肥満指標の改善につなげる取組みをしています。

　解決案については、オムロン社の方と協力して、尿中のナトリ

　ウム／カリウム計という計測器を使って指導しています。エ

　ビデンスをもってフィードバックしていくことが、健康調査に

　とって重要だと感じています。

小熊　地域に関わっていて思うのは、自分たちで週に1回以上集

　まって、運動する場をつくるというのが地域づくりにも重要な

　キーになることです。継続的に広げていくために、ほかの方々 

　と連携して、「見える化」していければと考えています。

武林　地域でコアになる人には、特徴がありますか。

小熊　強力なリーダーシップというより、控えめに地域をつない

　でいくような人も必要です。また、企業をまとめてこられた方

　が入っているなど、バランスが取れていると長続きするように思

　います。

武林　地域活動には、若い研究者を育てるという意味もありま

　す。石井様、学部の学生を健康バスに連れていくことで、どの

　ように感じていらっしゃいますか

金子 直哉
パネリスト

横浜国立大学研究推進機構

産学官連携推進部門長

未病でデザインするまちづくりの実践
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石井　長く待っていて文句が出たときに、若い学生が「ごめんな

　さい」という一言で済むことがあります。それが若い力かなと。

　ただ、未病の介入に、運動をしましょうと言っても、どのくらい

　の方が実際に運動をするのか。一週間運動をした人が、体重

　が減ると、それでいいやと思うかもしれません。たいていの人

　は飽きる。だからビジネスになりにくい。

　いくつかのグループを作って、総合的に取り組むのが大変、重

　要だと思っています。産官学が一緒にやることが重要だと、こ

　の十数年で実感しています。

武林　最後に成松様、NPOを作られたのがユニークだと思うの

　で、その思いをセッションの締めくくりとしてお話ください。

成松　NPOを作ったのは、研究する中で限界を感じたからです。

　コホート研究は、何十年もかかる研究です。継続的に地域に

　返すことを考え、ノウハウが散逸しないようにとNPOにしまし

　た。一方で、対価をいただく活動もしながら、継続するために

　取り組んでいきたいと思います。神奈川から良いものを出して

　いきたいと思います。

武林　ありがとうございました。

■対談

トップアスリートの知見を一般にも広げる

黒岩知事　未病を改善するためには、食・運動・社会参加が非     

　常に大きな要素となります。東京オリンピック、パラリンピッ

　クでトップアスリートが盛り上がるだけでなく、運動を日常

　的に習慣化できる流れを作りたいと思っていたところです。

　実感として、スポーツが一般の人に広がっている実感はおあ

　りですか。

鈴木長官　スポーツ実施率は少しずつ上がっています。また、

　トップアスリートは、食やマッサージなどを状況や目的に合

　わせて科学的な根拠を基に変えており、そうした知見を一

　般の方々にも伝え、応用していけるのではないかと考えてい

　ます。

黒岩知事　私も自ら実践しようと早朝ランニングをしています。

　先日、横浜マラソンに参加したのですが、カーボローディング

　をしてみて、おっしゃることがわかりました。しばらく前から

　糖分や炭水化物を減らし、２日前くらいからは逆に多く摂

　り、エネルギーを貯めて走る。食と運動と筋肉は、こうも絡ん

　でいるのだと体感しました。トップアスリートが持っている

　ノウハウは、たくさんあるのでしょうね。

鈴木長官　ええ。カーボローディングの考え方は、私たちが学

　生、選手の時代からありました。そうしたアスリートの知見

　を、一般の皆さんにももっと伝えていければと思います。ス

　ポーツに興味のない方でも、ご自身の健康には興味がある

　でしょうから。

コミュニティを作って広げる

黒岩知事　パラリンピックにも非常に期待しています。

　ME-BYOから見ると、高齢者にとって生活機能や足腰が弱る

　のは、ある程度、障がいともいえます。パラリンピックで障がい

　者の方々の筋肉の動かし方や、身体の使い方が参考になる

　のではないでしょうか。

鈴木長官　おっしゃるとおり、歳をとって体力が低下したり、歩

　けなくなることもありますが、車椅子でスポーツをする方の

　姿は勇気をもらうでしょう。また、共生社会の実現としても、

　そうした方々が生きやすい社会を実現していく考え方が

　広まっていくだろうと思います。

黒岩知事　本日のセッションでWHOのアラウジョさんが、社会

　参加が健康には大変、大事であるとおっしゃっていました。

　私たちもコミュニティの再生は、健康に生きるために重要だ

　と思っています。コミュニティにはいろいろありますが、何か

　スポーツをしていると、コミュニティが生まれてくる。これを

　地域で展開していくことが必要ではないかと思います。

鈴木長官　私はリオデジャネイロのパラリンピックの視察に

　行ったときに、障がいを持った方々が逞しく、機能を最大限

　に使って頑張っている姿に感動しました。五体満足の自分は

　なんて、怠けているのだろうとショックを受け、発想の転換

　ができました。パラリンピックの開催で、日本の考え方も変

　わっていくことでしょう。

黒岩知事　マラソンに参加してみて、皆で共通の体験をするこ

　とで、コミュニティが生まれ、励まされました。スポーツには、

　さまざまな可能性があることを実感しました。神奈川県で

　は、「3033運動」と呼ぶ、1日30分のスポーツを週に3回、3か

　月続けてください、という運動を進めています。これをさら

　に広げていきたいと考えています。これからも未病改善のた

　めのスポーツを広げるために、協力をよろしくお願いします。

　ありがとうございました。

鈴木長官　ありがとうございました。

スポーツ庁　長官鈴木 大地

　2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピック競技大

会を、単なるイベントで終わらせては勿体ないと思っています。

スポーツ庁では、国民の誰もが自然とスポーツを楽しみ、スポー

ツを通じて健康になり、スポーツの価値が高まることが東京

2020大会のレガシーとなるようSport in Lifeプロジェクトを推進

しています。

　2019年度からは、日本医師会の協力のもと、疾患を持った人た

ちでも安心して安全なスポーツを楽しめるよう医師や医療関係者

とスポーツ指導者が情報を共有しながら運動・スポーツを習慣

特別ゲスト

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして
誰もがスポーツをする世の中を！ ～Sport in Life×ME-BYO改善～

　3回目になるこのME-BYOサミットは、1日目は専門家による会

議を、2日目の本日は一般の方とともに議論を行ってきました。

ME-BYOが進化していることを実感しています。また、何をすべき

か、具体的なイメージがつかめたのではないかと思います。明る

い100歳を皆で目指していきたいと思います。

　特別ゲストにお迎えする鈴木長官との出会いは、以前に私が厚

労省の会合のあいさつでME-BYOについてお話したときでした。

帰ろうとする私に鈴木長官が追いかけてくださって、「ME-BYOと

いう言葉に、非常に関心を持ちました」とおっしゃいました。その

反応の速さに驚いたことを覚えています。私にとっては、ME-BYO

の同志とも言うべき方です。

　鈴木長官にスポーツとME-BYOについてお話しいただき、その

後、対談をいたします。さらに、鄭教授、大谷理事長とセッション

をし、大会のメッセージをお伝えしていきます。

総括セッション・大会メッセージ

神奈川県　知事

黒岩 祐治

座長

化させる取組みを支援し、全国的に広めようとしています。海外

では、「Exercise is Medicine」という考え方が広まってきており、

医療とスポーツが連携して、スポーツを通じて健康な社会を作る

ことが望まれる時代になってきていると感じています。

　また、厚生労働省との連携を強化して、スポーツを通じた健康

増進のための取組みも行っております。

　神奈川県のME-BYOと私たちのSport in Lifeは考え方が近いと

ころもあり、互いに協力しながらスポーツを通じた未病改善に取

り組み、「一億総スポーツ社会」を目指していきたいと思います。



3 53 4

分科会 ① 「未病の指標化」

我が国では2040年に高齢者数の増加がピークに達し、社会構造が次のステージに入っていく転換点を迎える

それまでに私たちは、持続可能な社会を次代にしっかりと引き継いでいくため、

人類が目指す「健康長寿社会」の理想を具現化しなければならない

私たちが目指すべきゴールは、誰ひとり取り残すことなく、一人ひとりの状況に応じて未病改善を行いながら、

高齢になっても活躍の場を持ち、笑いあふれるコミュニティの中でお互いに支えあう、

いのち輝く社会「Vibrant INOCHI」の実現

今回、そのための重要なツールとして、科学的な根拠に基づく未病指標のモデルを示すとともに、

未病コンセプトのもとで、健康・医療・介護を連続的につなげていく社会の仕組みづくりの重要性を確認し、

行動変容、イノベーション創出、新たな市場創出、データ利活用、地域課題解決などのテーマについて議論した

今後、未病指標の精緻化と新たな社会の仕組みづくりを一体的に進め、

SDGs最先進県である神奈川から新しい時代を切り拓いていく

未病指標は、早期の社会実装が必要であり、まずは使いやすいモデ

ルを示して実際に活用し、その中で一層のエビデンスを積み上げ、精

緻化を図っていく必要がある。

分科会 ② 「未病社会のデザイン」

◯行動経済学の知見を活かし、保険者努力支援制度や健康投資税

　制の拡充などのインセンティブ付与を通して、個人の行動変容を

　促すことが有効である。

◯未病社会の実現に向けた人材育成が必要である。

◯食・運動・社会参加（笑い）などの個人の主体的な未病改善を重視

　するとともに、専門家による「未病外来」も検討に値する。

◯ゲノム解析などＩＣＴを活用した個別化診断・個別化医療などの

　展開が必要であり、そのための精緻な社会システムを構築する。

◯これらを実現するための行政、教育・研究機関、企業等が連携した  

　持続的な努力が求められる。

分科会 ④ 「ME-BYOにつながるイノベーション」

多くの主体が自由に参画できるオープンイノベーション拠点で、個別

化診断・個別化医療などの研究開発が活発に行われ、成果がいち早

く個人に届く社会を目指す。

分科会 ③ 「今日からできる未病改善」

一人ひとりの心身の状況に応じて、未病指標なども活用しながら、楽

しく未病改善に取り組み、高齢になっても活躍の場を持ち、笑いあふ

れるコミュニティの中で支えあいながら暮らしていく社会を目指す。

分科会 ⑤ 「ME-BYOが拓く新たなマーケット」

未病改善に繋がる幅広い商品やサービスを生み出す新しいビジネス

モデルが、業種を超えた連携によって次 と々創出され、それが継続・

発展していくことで、ヘルスケア分野のマーケットが広がっていく社

会を目指す。

分科会 ⑥ 「ME-BYO×データ×社会システム」

個人情報を本人のコントロールのもとで扱うことを前提としつつ、

様々な主体がライフログなどのデータやICTツールを利活用するこ

とで、未病改善などの社会課題に対応していく社会を目指す。

分科会 ⑦ 「ME-BYOでデザインするまちづくり」

未来に向けた研究活動などが住民参加のもと行われることで、地域

固有の健康課題が明らかになり、その解決策となる商品・サービス

の有効性も実証され、こうしたメリットが地域にしっかりと還元され

ている社会を目指す。

■総括セッション

分科会での議論の要約メッセージ

大会メッセージ

Vibrant INOCHI

一人ひとりのいのちが輝く、持続可能な健康長寿社会の実現に向けて

ME-BYO が大きく前進

黒岩知事　２日間の議論も締めの段階に入りました。昨日の専

　門部会で、未病のコンセプトは白赤モデルではなく、グラ

　デーションモデルだとの話があり、これを追求すると社会そ

　のものあり方が変わってくるとの議論がありました。議論に参

　加されて、どのような印象をお持ちですか。

大谷理事長　ME-BYOサミットが回を重ねるごとに、ME-BYOの

　コンセプトが大きく前進していることを実感しました。100歳

　時代と呼びますが、時代の考え方として、ME-BYOのコンセプト

　が不可欠だと認識されてきたと思っています。

　この春に神奈川県立保健福祉大学に誕生した大学院である

　ヘルスイノベーションスクール（SHI）は、過去2年間のME-BYO

　のシンポジウム、政策の成果の一つだと思います。

　今回、未病指標というキーアイテムを生み出して活躍された鄭

　先生をはじめ、へルスイノベーションスクールの先生方が活躍

　する姿を見て、良い人材が集まってできた姿ではないかと思っ

　ています。他の自治体もいろいろな取組みをしていますが、

　SHIを設立した話をしますと、驚かれます。神奈川県は、それ 

　ほど突き抜けていると思います。同時にウイングをもっともっ

　と広げていくことが大きなテーマではないかと考えています。

　他の自治体や地域に広げていくことが大事だと思っています。

　また、今回のサミットで非常に嬉しかったのは、それぞれの

　テーマを持った分科会に、関心をもった人が多く集まったこと

　です。これはME-BYOが前進すると確認しました。オープンイ

　ノベーションの幕開けだと手応えを感じました。

　産官学の連携をし、そしてスポーツについても取り上げ、さら

　に展開していくことが成果ではないかと感じました。

ME-BYO 指標で「見える化」し取組みを進める

黒岩知事　ありがとうございます。2年前のME-BYOサミットで

　は、自分の状態がどこにあるのかがわかる指標ができないか
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　との、大きな宿題が残りました。鄭先生、今回のサミットにどの

　ような印象をお持ちですか。

鄭教授　グラデーションモデルをいかに数値化するかが、鍵に

　なっていると思います。グラデーションのどこにいるかを示さ

　なければなりません。簡単にできて、未来予測もできなければ

　なりません。今回のサミットではそうした要件を満たせるもの

　をと、WHOと意見交換し、アドバイスを受けながら、未病指標

　のモデルを発表することができました。

　この指標を社会に根付かせ、マイME-BYOカルテなどを通し

　て、どんどん活用していただきたいと思います。そこで一層、エ

　ビデンスを積み上げ、精緻化していきたいと思っています。

　また、ME-BYOブランド第１号のMIMOSYSが高い評価を受け

　て、WHOと連携して、使っていただけそうです。

黒岩知事　ありがとうございます。ME-BYOコンセプトでは、白

　赤からグラデーションに変わった瞬間に、自分が主体になると

　いうのが大きなポイントですね。

　さらに、今回の議論を通じて明らかになったのは、「見える化」

　するツールとして、ビッグデータを得たことです。これまでたく

　さんデータがあっても、分析することが出来なかったのが、テ

　クノロジーの進化で可能になりました。自分で数値を見て、取

　り組むことができます。さらに「笑い」も議論に登場しました。

　「コミュニティ再生で笑いあふれる100歳 時代」を３選目の

　ときに公約としました。コミュニティの力が充実してくると、

　みんなが元気になってくる。これが未病指標で数値化できれ

　ば、より具体的な政策目標として提出できます。

　２年後のME-BYOサミットで、新たなテクノロジーが出てきて、ス

　テージがまた一つ大きく変わるのではないかと思っています。

　WHO、スタンフォード大学、パロアルト・ヘルスケア・システム

　の皆さんといった、海外のネットワークもあり、継続の力で、前

　に進んでいます。

　皆さんとともに、新しい時代を作っていきたいと思います。今

　回の大会メッセージ案を、次のようにまとめました。


