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次期ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム） 

統合型ヘルスケアシステムの構築に係るフィージビリティスタディ（FS） 

の実施方針（Ver.5.0） 

次期 SIP 課題候補「統合型ヘルスケアシステムの構築」について、検討タスクフォース（TF）を設置

し、情報提供依頼（RFI）の結果も参考にしつつ、社会実装に係る技術面、事業面などの観点でのインパ

クトや実現性の分析調査を行い、その結果を踏まえて取り組むべき研究開発テーマを抽出し、研究開発

計画案を作成する。 

対象課題候補 統合型ヘルスケアシステムの構築 

課題候補のコ

ンセプト

患者や消費者のニーズに対し、医療・ヘルスケア等の限られたリソースを、デジタ

ル化や自動化技術で 最大限有効かつ迅速にマッチングするシステムを構築する。

具体的には、「医療データが作り出すサイバー空間」と「医療者と患者が診療・療養

で経験する実体空間」が融合し、「医療デジタルツインによる新しい医療スタイル」に

よって、いつでも、どこでも、だれでも、質の高い医療・ヘルスケアのサービスを利

用できる統合型のヘルスケアシステムを実装する。 

目指すべき社

会像と実現に

当たっての社

会課題 

 日本の医薬品・医療機器は合計 4 兆円の輸入超過である（平成 30 年度）。開発で重

要なのは、有効性や安全性による付加価値を生むことである。しかし日本では電子カ

ルテ改革が遅れ、リアルワールドデータの収拾が困難なため、日本の医療関連企業は

無形資産を蓄積できていない。 

 医療データの分散は、診療の障害でもある。診療の妥当性は、症例のビッグデータ

に基づいて検証されるからである。また単なる検査値の改善ではなく、生存率やイベ

ント（重大な発作）の予防による評価が重要である。一方、医療は個別化に向かって

いる。個別化医療は、遺伝子・オミクス、患者の価値観、血液・画像・生理検査、処

方、環境因子、重大な発作などを統合して最適医療を提供する。そのためにも医療デ

ータ改革は必須である。 

 医療制度にも課題がある。日本の医療は市場原理でも国家管理でもなく、当事者の

協議で制御されている。しかし低経済成長と少子高齢化により維持困難となりつつあ

る。かつて社会保障制度改革国民会議は、「データに基づく医療システムの制御」を謳

った。これを実現するには現場と自治体の医療データの活用が重要であるが、いまだ

十分でない。 

解決法と SIP

で取り組むべ

きサブ課題の

選定理由 

「データに基づく医療システムの制御」には、診療データをサイバー空間でリアル

タイムに解析し、知見や予測を診療の場に提示すること、さらには診療を制御するサ

イクルを自律的に回すシステム（医療デジタルツイン）が必要である。

技術開発・事業開発・環境整備・社会的受容性・人材という５つの観点から医療デ

ジタルツイン構築に必要な取組を整理すると、環境整備・社会的受容性・人材と、一

部の技術開発に関しては国内において既に経産省・厚労省等の官庁や民間主体の取組

が進行している。そのため SIP では、これら既存の取組と連携しつつ、特に技術開発
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と事業開発に注力して取り組む。医療デジタルツインにおけるデータ利活用のバリュ

ーチェーンに沿って必要な技術開発・事業開発の要素を捉えると、医療デジタルツイ

ン構築に向けて取り組むべきサブ課題は５つに分類される。 

・研究開発支援・知識発見ソリューションの開発 

・患者・医療機関支援ソリューションの開発 

・地方自治体・医療介護政策支援ソリューションの開発 

・デジタルツインのための先進的医療情報システム基盤の開発 

・大容量リアルタイム医療データ解析基盤技術の開発 

課題候補

の基礎的

調査 

目

的 

サブ課題に関連した取り組みについて、国内外での実施状況（何が、どこまで出来て

おり、課題は何か）を把握すること、および、実現した場合の社会的な重要性につい

て検討すること。 

方

法 

サブ課題である、 

・研究開発支援・知識発見ソリューションの開発 

・患者・医療機関支援ソリューションの開発 

・地方自治体・医療介護政策支援ソリューションの開発 

・デジタルツインのための先進的医療情報システム基盤の開発 

・大容量リアルタイム医療データ解析基盤技術の開発 

について、以下の基礎的調査を実施する。 

1) 国内外の関連する研究および事業に関する情報（論文、発表、報道等）の収集 

例：海外で進行している医療デジタルツインに係るプロジェクトやコンセプトの

収集と整理・類型化、国内で進行しているプロジェクトに関する調査分析（AI ホ

スピタル、RFI の結果を含む） 

2) 制度・施策の進展度：各国（または地域）の規制、制度、政策 

例：国内外における電子カルテ導入やコンセプト・搭載機能・標準化状況、情報互

換性、及びその背景の国際比較 

3) 市場性、および事業性の参考となる情報の収集 

例：医療デジタルツイン市場及び関連市場の市場規模（PHR、ヘルスケアサービス、

RWE 活用を含む） 

4) 実現した場合の社会的インパクトに関連する資料の作成 

例：医療現場における情報連携不足による課題と労働生産性の国際比較 

サブ課題

の中核的

な研究開

発テーマ

候補の技

術実現性

等調査 

目

的 

各中核的研究開発テーマ候補を含む諸取組の技術実現性及び事業性・社会受容性等を

明らかにし、次期 SIP としての社会実装に向けた戦略策定において、日本の医療デジ

タルツインの将来像を整理し、課題全体の最終目標を明確化すること。 

方

法 

各サブ課題から導出された中核的研究開発テーマ候補及びそれ以外の医療デジタル

ツイン構築に関連する取組について、技術実現性・事業性・社会受容性等の観点から

社会実装の実現性を判断する。（必要に応じて、成熟度レベル(XRL: X Readiness Level)

の考え方を適用する。） 

1) 技術開発が中心となるサブ課題（デジタルツインのための先進的医療情報システ
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ム基盤の開発、大容量リアルタイム医療データ解析基盤技術の開発）の研究開発

テーマ候補に関しては、技術実現性の観点から実現性を評価し、技術上困難なテ

ーマについては代替案を検証する。具体的には国内を中心に、電子カルテ・部門シ

ステムの統合技術や医療文書からの情報抽出技術等の成熟度を調査する。 

2) 事業構築を中心としたサブ課題（研究開発支援・知識発見ソリューションの開発、

患者・医療機関支援ソリューションの開発、地方自治体・医療介護政策支援ソリュ

ーションの開発）の研究開発テーマ候補に関しては、事業性の観点から実現性を

評価する。具体的には、既存の医療機関支援ソリューションや診断支援ソリュー

ションのユーザビリティや費用負担者等を調査する。 

3) 技術開発・事業開発以外に医療デジタルツインの社会実装に向けて必要となる環

境整備・社会受容性・人材育成という３つの観点からも、それぞれ実現性を評価す

る。具体的には、次世代医療基盤法等各種施策の動向や、データ利活用に関する国

民の受容度及び施策の動向等を調査する。 

備考 

 FS の実施に当たって、PD 候補は、次のことに留意して取り組むこととする。 

・ PD 候補決定後、各課題候補の RFI の内容について情報提供するので、必要に

応じて情報提供者から情報収集を行うなど、RFI の内容を吟味し FS を実施する

こと。 

・ FS 事業の円滑な実施の観点から、研究推進法人と十分意思疎通をはかるこ

と。その上で、実施に当たって何らかの支障が生じた場合は、速やかに所管省庁

や内閣府の担当者に相談すること。 

・ 多様な視点から課題運営を推進するため、女性、若手などを SPD 候補等とし

て入れることを検討すること。 

・ スタートアップの参加拡大に向けて検討を行うこと。 

・ 他の応募者から、AI ホスピタルの研究成果の活用や、地域や医療現場での課題

解決の視点からの提案があったところ、FS では幅広い視点からの検討が重要で

あり、リーダーシップを発揮し、これらの応募者とも相談し、関係の有識者を

SPD 候補等として TF に入れて、トータルでの検討を行うこと。データ活用に加

え、ヘルスケアや医療リソースの効率化などの地域や医療現場における課題解決

に向けた研究計画を策定すること。 
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○ スケジュール 

 

○予算配分                    ○ 体制 

項目 金額（百万円） 

FS 一式（間接経費含む。） ２００ 

  

  

  

  

  

  

実施項目 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

TF 活動 
          

基礎的調査 
          

個別テーマ調査 
          

研究開発計画 
          

 
          

 
          

TF 

・TF 座長（PD 候補） 永井 良三 

・SPD 候補 喜連川 優、渡部 眞也、真田 弘美、佐野 武、 

・有識者 大江 和彦、美代 賢吾、冨永 悌二 

・関係省庁 厚労省厚生科学課、経産省医療・福祉機器産業室、デジタル庁国民向けサービスグループ 

・研究推進法人 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

 

研究推進法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

調査分析機関 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 

研究機関 X 研究機関 X 研究機関 X 

実施方針決定 

▼ 

FS 事業者

決定 

▼ 

フォローアップ調査等 

基礎的調査 

方針決定 

▼ 

中核的テーマ選定 

と調査仕様の決定 

▼ 

研究開発計画 

（案）の確認 

▼ 

社会実装に向けた 

方向性の確認  

▼ 

 

 

 

基礎的調査の結果を踏まえ 

調査方法を修正 

 

研究開発計画 

（案）の承認 

▼ 

概要リーフレットの

承認 

▼ 

フォローアップ調査等 
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○ サブ課題と研究テーマ候補【調査結果を踏まえ、社会実装を目指す観点から修正されることを想定】 

サブ課題候補 研究開発テーマ候補 概要 

A：研究開発支援・知識発見ソリュ

ーションの開発 

A-1: 医療データプラットフォームの構築を通じ

た医療の質向上及び医薬品・医療機器等の研究開

発促進（循環器・がん） 

病院間医療データプラットフォーム構築と診療の効果検

証・課題抽出、学術情報の継続収集、人材育成、機器開発

等を推進 

 A-2: PHR-EHR 連携インターフェース開発及び

PHR/ウェラブルデバイス活用による患者向け医

療サービスの創出 

PHR 及びウェラブル端末のデータを電子カルテ（EHR）に

連携する仕組みの開発及びその仕組みを活用した疾患リ

スク予測エンジンの開発と臨床研究、及び見守りサービス

の開発・社会実装 

  A-3：疾患・症例情報の解析基盤整備及びソフトウ

ェア開発を通じた疾患予防・リスク予測、臨床決

断支援の実現 

患者個別化データに基づく臨床決断支援ソフトウェアの

開発、大量の症例に基づく医療データプラットフォームの

有効性検証、疾患デジタルツイン構築のための情報解析基

盤整備と人材育成を推進 

 A-4：医療データプラットフォームを活用した医

薬品管理・製造販売後調査支援サービスの創出 

医療デジタルツインを活用した医薬品製造販売後調査サ

ービス及び超高額医薬品の適正使用モニタリング事業を

推進 

B: 患者・医療機関支援 

ソリューションの開発 

B-1: 統合がん臨床データベースの社会実装 がん診療情報を診療科横断的に統合・収集し、各種の登録、

薬物療法の副作用問診ツールの作成等に二次利用するシ

ステムの社会実装 

 B-2: 電子問診票・電子カルテ情報と連動する受診 

支援システムの開発 

医師・看護師等の医療従事者の業務改善・知識強化支援に

資する、データに基づいた統合的支援アプリケーションの

病院導入・社会実装、並びに PHR を基点とした地域医療情

報・問診データ連携基盤の開発・社会実装 

 B-3: 症例報告・病歴要約支援システム開発を通じ

た医学知識構築 

診療支援のエンジンとなる症例報告、レジストリー報告作

成支援ツール等の開発・社会実装 
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 B-4: 看護師支援・医療の質向上（データに基づく

看護師支援）:患者の生活のリアルタイム可視化に

よるインシデントリスク判定アルゴリズムの自

動アップデートシステム及び自動服薬管理シス

テムの開発 

患者周辺の各種機器・センサーや医療記録・電子カルテデ

ータ等を基にインシデントリスク判定を行う見守り AI、お

よび使用済包装シート等を用いた服薬状況の自動管理・認

識 AI の開発と社会実装 

 B-5: 病院内データ収集・分析システムの構築を通

じた医療機器開発・改良支援、医療資源最適化、

病院経営最適化支援 

新たな医療機器の開発と改良、流通効率化・医療機関内の

在庫管理最適化システムの開発、並びにデータに基づく病

院経営の可視化、最適化支援システムの構築 

C: 地方自治体・医療介護政策支援 

ソリューションの開発 

C-1: 地方自治体の意思決定支援システム開発に

よる、住民の医療資源アクセスと提供体制の最適

配置・財源調整、地域共生社会のための安全ネッ

トワークの実現 

地域医療・介護資源のアクセスと最適配置による地域医療

構想と財源調整、並びに小児から高齢者まで社会的分断を

防ぎ地域共生社会を実現する安全ネットワークの構築 

 C-2: 患者の疾患状態および施設間動態の可視化

を可能とするシステム開発による地域医療構想

の実現 

患者の疾患や患者動態の可視化及びどのような疾患状態

がそうした動態に影響を与えるのか明らかにするシステ

ムを構築 

D: デジタルツインのための先進

的医療情報システム基盤の開発 

D-1: 医療機関・ベンダー・システムの垣根を超え

た医療データ基盤構築による組織横断的な医療

情報収集の実現 

電子カルテ・部門システムから患者データの主要項目を出

力、HL7 FHIR 準拠データへ変換の上、臨床情報データベー

スを構築、組織横断的な医療情報収集を実現 

 D-2: 統合型の医学概念・知識連結データベースの

構築及び医療文書の自動分析基盤の整備 

自然言語記述の医療文書からの情報抽出、医療デジタルツ

インへの投入を最先端の自然言語処理技術で実現 

 D-3: 次世代自動記録・情報収集システムの開発に

よる構造化された自動入力支援の実現 

病棟医療機器計測データから電子カルテへの自動入力、症

状所見の自動構造化等の入力支援システムを開発・実装 

 D-4: 僻地診療支援のためのクラウド型標準電子

カルテサービスの研究開発 

僻地診療所における FHIR 標準に対応したクラウド型電子

カルテの導入及びそれを利用した診療支援を実現 
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E: 大容量リアルタイム医療デー

タ解析基盤技術の開発 

E-1: 大容量医療データの超高速処理・超高効率管

理・高次解析基盤技術の開発 

大容量医療データの解析、処理、管理の高速性・効率性と

精度を両立する技術開発を推進 

 E-2: 大容量医療文書の超高精度・超高速処理基盤

技術の開発 

大容量医療文書から高精度かつ高速に因果構造ならびに

表現辞書を抽出し、医学知識を編纂する技術の確立 

 

 ＜本実施方針に係る連絡先＞ 

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 

人・くらし担当 

Tel: 03-6910-2050 


