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ヘルスケアを巡る動向

昨年６月に，国会で医療制度改革

関連法が成立し，治療から生活習慣

病予防の重視へと医療方針が大きく転

換されることになり，今後ヘルスケア

においては自宅の果たす役割がますま

す大きくなると考えられています．

NTT研究所では，光デバイスの技術

の適用先の１つとして，新型生体セン

サの技術開発を進めてきました．NTT

としても，従来よりも小型あるいは患

者負担が少ない等の特徴を持つ新型生

体センサ技術の提供を通じて，生活習

慣病の予防の取り組みを支援していき

たいと考えています．本稿では，ヘル

スケアを巡る最近の動向とNTT研究所

のセンサ技術を紹介し，今後のビジネ

ス展開について説明します．

ヘルスケアを巡る主な動向は次の３

点です．

① 先に述べた医療制度改革関連

法による生活習慣病予防対策の

強化

② 少子高齢化に伴い今後ますます

重要となるお年寄りの診療の在宅

ケアへの移行

③ 宅内診療を対象としたシステム

の運用ガイドラインを策定するた

めの，機器メーカや医療事業者等

によるNPO，Continua Health

Alliance（1）の設立

次に，生活習慣病対策強化とCon-

tinua Health Allianceについてその

概要を紹介します．

■治療から予防への医療方針の転換

生活習慣病には心疾患，脳血管疾

患，高血圧性疾患，糖尿病等があり

ます．現在，生活習慣病は国民の総

死因の３分の１に達しており，関連す

る医療費も全体の３分の１を占める

等，国民の健康維持や年々増大する

医療費削減を考えるうえで大きな問題

となっています．生活習慣病の総患者

数は，平成14年の厚生労働省の調べ

では，約1 400万人とされています．と

ころが，糖尿病の場合，患者数は230万

人とされていますが，実態調査では有

病者が740万人，予備軍が880万人で

あることが明らかとなっており，潜在

的な患者数は治療中の患者数の数倍

に達していることがうかがえます．この

ような背景から，生活習慣病の顕在化

以前に予防措置をとり，国民の健康を

維持するために，医療保険者に対し，

平成20年度以降，40歳以上の被保険

者を対象とした生活習慣病予防のため

の検診と保健指導の実施が義務化さ

れることになりました（2）．検診の実施

対象者は5 000万人規模と推定されて

います．また検診データの電子化，お

よび自治体，国へのデータ提供も求め

られていることから，今後医療機関内

のICT化の急速な進展が期待でき，法

改正に伴う新たな市場の誕生が見込ま

れています．

■Continua Health All iance

Continua Health Allianceは，Intel，

Philips，松下電器産業，シャープ等

が発起人となり，遠隔ホームヘルスケ

アを実現するエコシステムの構築を可

能とするためのオープンなアライアンス

として昨年６月に設立された非営利団

体です．団体には，遠隔ホームヘルス

ケアの新しいサービスを実現するため

にヘルスケア・フィットネス事業者，

ITや電機，医療機器メーカ等，さま

ざまな業界から多数の有力企業が参加

しており，昨年11月の時点で加盟総

数は75社に達しています．団体の活動

内容は技術の標準化を行うものではな

く，センサや宅内通信機器，サーバ・

クライアントアプリケーション等の相互

運用性を確保するための，既存の標準

生体センサとユビキタスヘルスケアビジネス

ヘルスケアサービスに関する最新の動向と今後のビジネスの展望について
述べます．また今後ヘルスケアサービスで用いられるであろう典型的なシス
テム構成例を示し，その中でも重要な役割を果たすセンサが備えるべき要件
について簡単に説明したうえで，NTT研究所で開発した血圧計技術を紹介し
ます．
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規格の運用ガイドラインの策定と接続

性検証・認証等を目的としています．

最初のガイドラインは本年秋に策定さ

れる予定となっています．検討の対象

となるサービスは，予防を中心とした

健康管理，慢性疾患管理，高齢者の

生活支援等です．国内企業６社で日本

地域委員会も設立されており日本国内

のプロモーションやマーケティング，政

府や学会等との渉外活動を行っていま

す．本年４月には東京都内で総会が

開催される予定です．

このような状況から，近い将来，自

宅で健康状態をチェックし，随時必要

に応じて医師や保険師が遠隔から健康

指導を行うことで，国民の健康を管理

するようになると考えられます．現在

NTT グループが一丸となり，NGN普

及に向けた取り組みを行っているとこ

ろですが，セキュリティ性や信頼性に

優れるネットワークサービスを提供し

ていくことで，個人情報の保護や緊急

時の接続性保証等，ネットワークへの

要求条件が厳しい医療系サービスの普

及に向けて大きく貢献するものと期待

されます．

システム構成とセンサの要件

ヘルスケアサービスを提供するため

のシステムはおおむね図１の構成を想

定しています．Continua Health

Allianceでも同様のシステムが検討さ

れています．システムは，宅内から医

療機関までをカバーしていますが，大

きく次の４階層に分けることができま

す．

① 血圧，心拍数，体温，体重等

のバイタル情報を計測するセンサ

機器

② センサ機器のバイタル情報の

ネットワークへの送信や過去に計

測したデータの履歴を閲覧するた

めの携帯機器や宅内機器およびそ

の上のアプリケーション

③ データを格納するデータベース

サーバ，データ分析，自動診断を

行うアプリケーションサーバ

④ 診断や指導を行う医師や保険

師が各人のバイタル情報の確認や

指導状況の管理を行うためのアプ

リケーション

医療制度改革大綱の考え方は，治

療よりも予防に重点を置いており，

NTTでも予防を中心としたヘルスケア

サービスを検討しています．現在予防

すべき疾患としてもっとも注目されて

いるのは，高血圧症，糖尿病，高脂

血症といった生活習慣病，およびその

最大の要因となっているメタボリック

シンドロームです．メタボリックシンド

図１　ヘルスケアサービス提供用システム構成 
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ロームを回避するために必要なセンサ

には，体重計，血圧計や血糖計等が

あります．センサが計測したバイタル

情報をサーバへ登録するためには，セ

ンサへ何らかの通信機能を搭載する必

要がありますが，高度な通信機能の実

装はサイズやコストの面で問題があり，

登録したデータの履歴の閲覧等を行う

ためにも，一旦携帯電話や宅内通信機

器を介してサーバへ登録する方が良い

と考えられています．ユーザの利便性

を考えると通信方式は有線よりは無

線，データ登録も例えばボタンを押す

程度の操作で実現する必要があります．

センサや宅内通信機器はさまざまなベ

ンダから供給されることになりますの

で，通信方式やデータ授受のためのプ

ロトコルは標準化されるものと思われ

ますが，世界的にContinua Health

Allianceのガイドラインが採用される

可能性が高いと考えられます．次に，

NTT研究所のセンサ技術について説明

します．

新型血圧計の開発

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所では，今後NTTグループ

が展開するヘルスケアサービスの差別化

のため，従来から電気通信分野で培っ

てきた先端技術を医療・健康分野に

適用した新しい生体センサの研究開発

を行っています．ここではNTTマイク

ロシステムインテグレーション研究所

が開発した高血圧症予防に有効と考え

ている新型血圧計（3）を紹介します．

高血圧症およびその予備軍と呼ばれ

る人の数は国内で3 500万人とも言わ

れ，血圧計は上腕式，手首式を合わ

せて年間100万台以上販売されていま

す．上腕式は医療機関で用いられてい

る聴診法による血圧測定法にもっとも

近く，測定部位（上腕）と心臓との

高低差が比較的小さいため医師の信頼

感がもっとも高いとされています．し

かし上腕式血圧計はその測定部位のた

め持運びに不便な大きさになり，正確

な測定のためには腕まくりをする必要

があり，また繰返し測定しようとする

と上腕へのダメージ（内出血等）を生

ずる場合があります．そこでそれらの

問題を解決できる手首式血圧計が開発

されました．現在では手首式血圧計は

30％以上のシェアを持つまでに広がっ

ています．しかし手首式血圧計には，

測定部位（手首）と心臓との高低差

が測定誤差の要因となりやすいという

欠点があります．例えば手首が心臓か

ら20 cm低い位置で測定した場合，本

来の値から16 mmHgも高い値が表示

されることになります．

そこでNTTマイクロシステムインテ

グレーション研究所では，横浜市立大

学医学部の杤久保修教授の指導の下，

持運びに便利な大きさで，腕まくりを

する必要がなく，測定部位へのダメー

ジも極めて小さく，測定部位と心臓と

の高低差が誤差要因となりにくい，耳

で測定する血圧計を開発しました．図２

が開発した新型血圧計です．この血圧

計は耳に挿入して血圧を測定する耳プ

ローブと，電池，ポンプ，電磁弁，電

子回路，無線モジュールからなる本体

部から構成されます．耳プローブは，

上腕式や手首式と同様に血管を圧迫

するためのカフと呼ばれる空気袋と，

光電センサで構成されています．血圧

の測定法は光電脈波方式と呼ばれる方

法を用いました．これは，発光ダイオー

ドから皮下に入射した光は血液に吸収

されやすいため，図３のようにカフに

よる圧力の大小で血管の容積が変化す

ることにより脈波に特徴的な形が現れ，

この波形を解析することにより最高血

圧と最低血圧を算出する方法です．本

無線モジュール 

電源スイッチ 
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図２　開発した新型血圧計
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体部は大きさ9×6×2 cm程度の大き

さで，例えば胸ポケットにも入る大き

さです．

したがって今の上腕式や手首式血圧

計の使用法である単回測定はもちろん，

一日中ずっと装着し続ける24時間連

続血圧測定（Ambulatory Blood

Pressure Monitoring）にも便利で

す．本体部にはそのためのメモリと，

さらには測定した血圧値を外部の表示

器で確認したりPCなどに記録したりす

るための無線モジュールも搭載されて

います．日常生活においては就寝時以

外，耳と心臓との高低差はあまり大き

く変化しないため，例えば身長情報な

どを入力しておけば，測定部位と心臓

との高低差に起因する誤差はかなり小

さくすることができます．また姿勢セ

ンサを搭載すれば，就寝時の高低差も

補正することが可能です．

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所はこの新型血圧計につい

て，国内と外国を合わせて基本特許を

含むおよそ150件の特許を出願してい

ます．現在この血圧計は，NTTマイ

クロシステムインテグレーション研究所

の基本技術を基に，医療機器メーカで

商品化を目指して開発を進めています．

杤久保教授は，「我々の血圧は一日

のうちでも数10 mmHg～100 mmHg

と大きく変化しており，月に一度程度

の通院で医師が測定する血圧では患者

の真の血圧を把握することは困難であ

り，またそれでは有効な高血圧症治療

は難しい」「そして自分の血圧変化を

知ることにより血圧が上昇する要因を

見極め，自ら高血圧要因を避ける努力

をすることで，高血圧症およびそれに

伴う脳疾患や心疾患を予防することが

できる」と言っています（4）．

また一般的に高血圧症治療には降圧

剤と呼ばれる血圧を低下させる薬剤が

使用されますが，その投薬効果を検証

するには24時間連続血圧測定が極め

て有効です．

今後の展開

NTTでは，これからも，生活習慣病

やメタボリックシンドロームの予防に役

立ち，NTTが展開するヘルスケアサー

ビスの優位化要素となる生体センサの

研究開発を進めるとともに，通信方式

や使い勝手の向上についても検討を行

います．今後は，センサを利用した実

証実験を通じて，ヘルスケアビジネス

の実現に向けて技術とビジネスの両面

から評価を行う予定です．
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NTTグループの新しいビジネス創出に向
けて，センサ開発だけに満足することなく，
ヘルスケアサービスの実現に向けた取り組
みを進めていきます．
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図３　カフ圧力に対する脈波の変化


