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AWS Institute (https://aws.amazon.com/institute/) は、
公共部門エグゼクティブを対象とした、デジタルトランスフ
ォーメーションを加速化するためのソートリーダーシップ
および社会人教育プログラムです。

ACCESS Health International

ACCESS Health International は、ヘルスイノベーション
を向上させる、そしてすべての人が高品質で手ごろな価格
のヘルスケアを利用する権利を持つことを確実にすると
いう点に着目するアドバイザリー企業および実装パートナ
ーです。ACCESS Health は、公共部門と民間部門両方の
関係者に専門的なコンサルティングサービスとリソースマ
ッチングサービスを提供します。ACCESS Health は、起業
家、政策立案者、企業、および投資家とのユニークなパー
トナーシップを通じてヘルスケアイノベーションを育成す
ることによって、医療産業と高齢者産業に多大な影響を残
してきました。

https://accessh.org/



アジアパシフィック地域での公衆衛生におけるクラウド導入に対する障壁の克服 3

クラウドは、しばしばデジタルヘルスに大きな変革をもたらす
ものであると言われてきましたが、新型コロナウイルスパンデ
ミックの到来によって、その真のメリットがようやくクローズアッ
プされるようになりました。

世界の他の地域と同様に、アジアパシフィック地域でも、パンデ
ミックには、公衆衛生と経済を守るために政府と社会全体か
らの緻密に連携した適時な対応が必要になります。クラウド、
特にハイパースケールクラウドは、拡張性に優れたデータスト
レージとコンピューティング機能を備えており、この対応と、パ
ンデミックに対する国家医療システムの耐久力向上の支援に
おいて重要な役割を果たしています。接触追跡から住民の疾
病監視まで、クラウドサービスは、ヘルスケア関連の省庁と、公
共および民間の医療システムによる情報技術 (IT) インフラスト
ラクチャの迅速なセットアップと、新型コロナウイルス感染者
数にあわせてスケールアップおよびスケールダウンできるアプ
リケーションのデプロイに役立っています。クラウドを活用する
遠隔医療サービスは、人口密度が高い都市部、そして医療サー
ビスが行き届いていない地方部にも重要なヘルスケアサービ
スを提供しています。政府は、地域、国、およびグローバルレベ
ルでのデータの収集、モニタリング、および交換にクラウドを使
用して新型コロナウイルス感染者数データを常に把握し、重
要な政策決定を進めています。さらに、新型コロナウイルスワ
クチンのすばやい展開は、ワクチンの開発、製造、および配布を
サポートするクラウドインフラストラクチャがなければ実現でき
なかったでしょう。     

しかし、新型コロナウイルスはアジアパシフィック地域が直面
している多くの公衆衛生課題のひとつに過ぎません。急速に増
加する大規模な高齢者人口、ヘルスケアコストの高騰、慢性疾
患の負担の増加、および医療従事者の不足は、国家医療シス
テムを圧迫しています。デジタルヘルスケアは、医療システム
における重要なツールとして広く認識されています。アジアパ
シフィック地域全体において、ほとんどの政府が医療システム
関係者によるデジタル導入を誘致するために国家デジタルヘ
ルス戦略を提唱していますが、クラウド導入のガイドラインとメ
カニズムを完全に説明するデジタルヘルス戦略はほとんどあ
りません。

ヘルスシステムの強化におけるクラウドの重要な役割を前提
として、ACCESS Health は、アジアパシフィック地域におけるク
ラウド導入の成功要因と障壁、およびこれらの課題を克服する
方法をより良く理解するために、AWS Institute と共同で調査
を実施しました。この調査では、12 か国のアジアパシフィック
諸国 (シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、
日本、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン、イン
ド、バングラデシュ) におけるクラウド導入の程度とパターンを
検証しました。各国におけるデジタルヘルスケアの状況を分析
しました。これには、デジタルヘルス政策、システム、ソリューシ
ョンが含まれますが、特にヘルスケアシステムにおけるクラウ
ドテクノロジーとサービスに適用される政策と、それらの使用
に着目しました。公衆衛生のためのクラウド導入に対する見解
を理解するために、ほぼ 40 人の政策立案者、ヘルスケア関連
の最高情報責任者 (CIO)/最高医療情報責任者 (CMIO)、およ
びデジタルヘルス専門家をインタビューしました。

1. エグゼクティブサマリー

公衆衛生のためのクラウドの導入を可能にする主な要因を特定し、調査することによって分析を開始しました。Asian Cloud 
Computing Association (ACCA) は、重要な成功要因として、インフラストラクチャ、セキュリティ、規制、およびガバナンスの 4 つを挙げて
います。この調査に基づいて、公衆衛生におけるクラウドの使用に対する重要な成功要因としてさらに 4 つの要因が特定されました。こ
れらは、デジタルヘルスに関する国家政策と義務化、ヘルスケアデータに固有のサイバーセキュリティとプライバシー政策、ヘルスケア
システムの性質と成熟度、およびデジタルヘルスケアシステムの成熟度です。

調査結果をさらに検証するため、12 か国を所得に基づいて 3 つのグループに分類しました。これは、国による情報通信技術 (ICT) の導
入が、その GDP と密接に関連していることが認められたためです。

• 高所得国: シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、日本。
• 高中所得国: マレーシア、タイ。
• 低中所得国: インドネシア、ベトナム、フィリピン、インド、バングラデシュ。

調査方法 
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調査結果

ヘルスケアのためのクラウドファースト政策は、政府保健当局が他の IT ソリューションよりも先にクラウドベースのテクノロジ
ーソリューションの使用を検討するように指示します。これは、公衆衛生組織がコネクテッドヘルスケアのエコシステムを構築
しながら、インフラストラクチャコストを最適化し、スケーラブルな IT リソースにアクセスすることを可能にします。適切に策定
されたクラウドファースト政策は、コストの削減、セキュリティの強化、および IT 使用の調整における柔軟性につながります。

相互運用性、規制、および調達などの重要な成功要因を中心に構築された適切な政策ツールは、デジタル化に対する組織的
な抵抗を克服し、クラウドのより迅速で広範な導入の実現に役立ちます。

R1. 中央デジタルヘルス当局によって推進されるヘルスケアのためのクラウドファースト政策を国が採用する必要がある:  

R2. ヘルスケアのデジタル化におけるクラウドの可能性を最大限に引き出すために、さまざまな政策ツールを使用する:  

R2.1. より良い医療成果のためのヘルスケアイノベーションをサポートするデータガバナンス政策と規制を策定する: デ
ータプライバシーと保護の政策と規則は、デジタルヘルスの重要な構成要素です。国際的に認められた標準に基づい
た、リスクに適したガバナンスを確保する、明瞭なデータガバナンス政策と原則ベースの規制フレームワークが策定され
る必要があります。

R2.2. 患者を中心としたコネクテッドヘルスケアシステムのデータの相互運用性と交換に対するオープン標準を確立す
る。 標準の確立と相互運用性の義務付けは、ヘルスケアデータを収集して最大限に活用することを可能にします。

R2.3. デジタルヘルスケアのイノベーションエコシステムにつながる政策を設計する。 多くの政府 (特にグループ 2 と 3 
の国 )々 は、スタートアップへの資金の提供に、ベンチャーキャピタルベースの構造ではなく、従来の融資モデルを使用し
ています。デジタルヘルスシステムを成熟させるには、スタートアップが利用しやすい調達政策と、スタートアップのため
のより良いサポートシステムを含めた政策とインセンティブによってサポートされる強力なイノベーションエコシステム
を政府が構築する必要があります。

R2.4. 調達を合理化および標準化することによってクラウドに対する信頼を築く 。 調達に関するガイダンスと、クラウドサ
ービスプロバイダー (CSP) に対する最小サービス基準の確立は、組織がより強い自信を持ってクラウドを導入するため
に役立ちます。このような政策は、クラウドデータガバナンス、ベンダー集中リスク、およびビジネス継続性に関する懸念
の緩和にも役立ちます。

特定された対応可能性要因に基づいてこれらの国々をさらに分析したところ、対応可能性と導入が国の所得階層に大きく関連すること
がわかりました。ヘルスケアのためのクラウドに対する対応可能性と導入では、高所得グループの国 (シンガポール、オーストラリア、ニュ
ージーランド、および韓国) が最も進んだ段階にあることがわかりました。2 番目のグループでは、マレーシアよりもタイのほうがより広
範に導入されています。しかし、政策面では、公共部門に対するクラウドファースト政策が採用されているマレーシアのほうがより先進的
です。中低所得グループでは、インドとベトナムでのクラウドの導入が他国よりも進んでいます。

クラウドサービスは、全体的な医療システムレベル、ヘルスケア組織レベル、および個々の患者レベルの 3 つのレベルで公衆衛生システ
ムに利益をもたらします。クラウド導入の成功を通じてクラウドサービスが医療システムに利益をもたらす可能性、そしてヘルスケア業
界でさらなるイノベーションを起こす機会を全面的に実現するため、国家政策立案者と医療システム関係者が検討できる 4 つの戦略を
まとめました。
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ヘルスケアにおけるクラウド導入について認識された主な障壁

回答者は、クラウドに関する認識と理解の欠如が原因で、政策
立案者やヘルスケア組織の経営管理者がクラウドベースデー
タのセキュリティとプライバシーについて誤解していることが
多いと指摘しました。これは、クラウドのメリットとセキュリティ
機能に対する理解におけるギャップを示しています。一部の国
における個人データの保護とヘルスケア規制の欠如も、この
誤解を増大させています。

クラウドベースデータのセキュリティとプライ
バシーに関する誤解: 

回答者は、予算が既に緊迫している公衆衛生組織にとっての
大きな障壁として、クラウド移行における計画、実装、および IT 
スタッフと臨床医のトレーニングに関するコストを挙げました。

予算面での制限: 

12 か国のうち 3 か国の回答者が、クラウド導入に対する上位 
3 位の障壁の 1 つとしてクラウドスキルの不足を挙げており、
クラウドテクノロジーと、ヘルスケア部門へのそれらの適用の
両方を理解できるプロフェッショナルが少ないことを指摘しま
した。

クラウドスキルの不足: 

すべての国の回答者が、クラウドサービス、それらの用途、およ
びさまざまなメリットに関する知識が限られており、それが医
療システム全体でのクラウドサービスの普及と導入に影響し
ていると考えていました。

クラウドのメリットに対する認識の低さ:  
データガバナンス規制の複雑性と曖昧さに加えて、ヘルスケア
データに対する規制の適用に関してヘルスケア IT スタッフに
提供されるトレーニングが無きに等しいことがクラウド導入の
妨げとして指摘されました。

クラウドデータガバナンス規制の不明瞭性:

回答者 (特にグループ 3 の国の回答者) は、インターネット帯
域幅の不足、低品質のハードウェア、地方におけるモバイル接
続不良などの脆弱な基礎的 ICT インフラストラクチャがクラウ
ド導入に影響していると見なしていました。

不十分なインフラストラクチャ: 

デジタル化を推進するための義務化またはインセンティブが
ない場合、クラウドサービスのメリットに対する知識の不足、歳
入減少に対する不安、および臨床医療のワークフローにおけ
る変更に対する抵抗が、クラウド導入を検討するヘルスケア施
設の障壁として挙げられました。

組織的な変更に対する抵抗: 

すべての低中所得国が、より適切なサポート ICT インフラストラクチャが必要であることを指摘しました。政府は、必要となる物
理的な ICT インフラストラクチャだけでなく、人材にも対応する政策を確立し、投資計画を策定する必要があります。

知識のギャップを解消し、人を中心としたデジタルヘルスアプリケーションを設計するには、教育プログラムとトレーニングが
必要です。Centre of Cloud Excellence、またはそれと同等の能力開発のための専門機関に、民間部門とのパートナーシップに
よって、そして国際的なベストプラクティスに沿ってこのようなイニシアチブを推進する権限が付与される必要があります。

これらの戦略を集結させることは、主要ステークホルダーがクラウド導入の妨げであると見なす 7 つの主な障壁に対応することによっ
て、公衆衛生におけるイノベーションを加速化するために役立ちます。これらは、成功要因の分析と、公衆衛生の意思決定者および専門
家に対する詳しいインタビューを通じて特定されたものです。

R3. クラウド導入を促進させる基礎的な ICT エコシステムの構築を評価して投資する。

R4. クラウド導入の主要障壁を克服するための優先事項として能力開発に取り組む。
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経済的、社会的、および行政的な背景が大幅に異なるにもかかわらず、当調査の評価は、国がヘルスケアのために導入した、または導
入できるクラウドベースシステムの程度に影響を及ぼす各国共通の障壁を示していました。多くの場合、これらの障壁は、公共部門主導
のヘルスケアサービスに対するクラウドの使用に関する情報、ステークホルダーの関与、財源、および政策といった根本的なギャップに
起因しています。これらのギャップは、クラウドが新興テクノロジーであり、クラウドサービス、その応用、そしてリスクが極めて急速に進化
していることを考えると不合理なものではありません。政府機関と規制機関には、公益を害しないことを確実にしながら、大幅な公益価
値を提供するイノベーションに後れを取らないようにするという課題が課されています。

地域内、および世界的なクラウド導入プラクティスの包括的なレビューと、専門家インタビューから得た洞察に基づき、ヘルスケアサー
ビスに適切なクラウドベースソリューションを評価してデプロイするうえで必要な明確性を実現するために国が導入できる、一連の推奨
事項を提案します。

推奨事項の目的は、国々が国家医療目標に向けてクラウドを効果的に導入するために考慮する、一連のオプションを提供することです。

4.推奨事項

R1: 中央デジタルヘルス当局によって推進されるヘルスケアのためのクラウドファースト政策を国が
採用する必要がある

R2: ヘルスケアのデジタル化におけるクラウドの可能性を最大限に引き出すために、さまざまな政策
ツールを使用する

R2.1: より良い医療成果のためのヘルスケアイノベーションをサポートするデータガバナンス
政策と規制を策定する

R2.2: 患者を中心としたコネクテッドヘルスケアシステムのデータの相互運用性と交換に対す
るオープン標準を確立する

R2.3: デジタルヘルスケアのイノベーションエコシステムにつながる政策を設計する

R2.4: 調達を合理化および標準化することによってクラウドサービスに対する信頼を築く

R3: クラウド導入を促進させる基礎的な ICT エコシステムの構築を評価して投資する

R4: クラウド導入の主要障壁を克服するための優先事項として能力開発に取り組む

ヘルスケア政策立案者のための推奨事項
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R1: 中央デジタルヘルス当局によって推進されるヘルスケアのためのクラウドファ
ースト政策を国が採用する必要がある

推奨事項 ヘルスケアのためのクラウドファースト政策は、新しい IT プロジェクト、または更新が開始されるときに、政府保
健当局が他の IT ソリューションよりもクラウドベースのテクノロジーソリューションの使用を優先して検討するよ
うに促します。

推奨理由 クラウドファースト政策は、連邦または州保健省とヘルスケア組織が IT インフラストラクチャコストを節約し、一
般的にオンプレミスソリューションよりも優れたセキュリティレベルでスケーラブルな IT リソースにアクセスでき
るようにします。クラウドの使用は、包括的かつ効率的でコスト効率性に優れた公衆衛生の実現に必要なコネク
テッドヘルスケアエコシステムの構築に役立ちます。

クラウド導入は、公衆衛生の進歩を促進します。クラウドのスケーラブルな性質は、現在あらゆる部門においてイ
ノベーションを推進させている分析、AI、および機械学習ソリューションなどのデータ駆動型の革新的なソリュー
ションにより適しているためです。クラウドは、ヘルスケアスタートアップの拡大の支援においても欠かせません。

実現方法 • すべての政府レベルでの執行力を有するクラウドファースト戦略を通じてクラウドに全面的にコミットします。

• ヘルスケアにおけるクラウド導入のための国家戦略を推進するための権限を、新しい、または既存のデジタル
ヘルスデジタルヘルス当局に付与します。

• 移行と実装のためのロードマップの開発に関する助言を提供するマルチステークホルダーコンソーシアムを
確立します。

• 予算編成プロセスと調達プロセスを正式化します。

• クラウド移行のスケジュールとともに、ヘルスケア人材のデジタルスキルを向上させるために必要となる適切
なトレーニングと教育プログラムの実装のためのスケジュールを策定します。

英国の国家保健サービス (NHS) は、「パブリッククラウドファースト」がそのアーキテクチャ原則の一部とな
ることを宣言し、デジタルサービスは、クラウドに移行しない明確な理由がある場合を除き、移行する必要
があるとしています。 4

ニュージーランドの最高デジタル責任者は、クラウドサービスの調達と実装に関するガイダンスの発行を
通じて、政府内での ICT、特にクラウドの導入の推進を支援しています。 5



アジアパシフィック地域での公衆衛生におけるクラウド導入に対する障壁の克服8

R2: ヘルスケアのデジタル化におけるクラウドの可能性を最大限に引き出すため
に、さまざまな政策ツールを使用する

推奨事項 中央レベルおよび準地域レベルで、義務化、財政面および財政面以外のサポート、インセンティブ、およびリスク
共有モデルを含めたさまざまな政策ツールを導入して、クラウド導入に対する抵抗を克服します。

推奨理由 執行力を有する義務化の欠如は、インドおよびタイなどの国々でのデジタルヘルストランスフォーメーションイニ
シアチブを滞らせています。デジタルヘルスイニシアチブの所有者が不明瞭であること、および明確な指揮系統
がないことが、さらに断片化かつサイロ化された実装の原因になりました。相互運用性、規制、および調達などの
重要な成功要因を中心に構築された適切な政策ツールは、デジタル化に対する組織的な抵抗を克服し、クラウ
ドのより迅速で広範な導入の実現に役立ちます。

実現方法 クラウド導入を向上させるため、以下のメカニズムを国家デジタルヘルス戦略と政策に組み込むことができます。

• すべての公衆衛生システムレベルで執行力を有する、ヘルスケアのデジタルトランスフォーメーションを義務
付けます。義務化は、予算面および技術面の支援によってサポートされる必要があります。

• 払い戻し制度や予算外の助成金などの財政面でのインセンティブ、および短期間の払い戻し周期などの財政
面以外のインセンティブを通じてクラウドの導入を向上させます。

• リスク共有モデルは、政府がリスクの一部を担うことによって、デジタルソリューションを導入するリスクを軽
減することができます。

• 国民保険プログラムへの参加からの除外やサービス料金の減額などのディスインセンティブの使用を検討し
ます。

米国では、経済的及び臨床的健全性のための医療情報技術に関する法律 (HITECH) によって、ヘルス
ケア情報テクノロジーに関連するインセンティブが導入されました。これには、医療提供者間での電子健康
記録 (EHR) システムの使用に対する金銭的なインセンティブが含まれます。

この法律により、EHR の導入が 2008 年の 3.2% から 2015 年の 14.2% に増加しました。2017 年には、
オフィスベースの医師の 86% が EHR を導入し、非連邦救急治療病院の 96% が認定医療 IT を実装し
ました。6

シンガポールでは、NHelp (保健省 (MOH) が 3 年間無料で提供し、その後は助成対象料金での支払い
になる IT システム) をサブスクライブする介護施設も、そのヘルスケアクラウドである H-Cloud でホストさ
れることになります。NHelp が財務および勤務表作成用のプログラムなどの必要なすべてのプログラムを
提供するため、このような介護施設は独自のシステムを購入して維持する必要がなくなります。
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R2.1: より良い医療成果のためのヘルスケアイノベーションをサポートするデータ
ガバナンス政策と規制を策定する

推奨事項 データプライバシーと保護に関する政策と規制は、デジタルヘルスの重要な構成要素です。国際的に認められた
標準に基づくリスクに適したガバナンスを確保する、明瞭なデータガバナンスフレームワークが構築される必要
があります。

推奨理由 医療データの機密性を考慮すると、その整合性、可用性、プライバシー、および保護を確実にすることが必要にな
ります。医療データの漏洩と悪用は、医療データの量が増えるとともに増加する一方です。しかし、インドとベトナ
ムを含めた一部のアジアパシフィック諸国では、データ保護規制がまだ可決されていません。それと同時に、デー
タの共有と使用を妨げる過度に制限的な規制によって、イノベーションが妨げられないようにすることも重要で
す。政府は、データの保護とプライバシーを確保しながら、人、ヘルスケア組織、および政府間におけるデータの
安全な収集と共有を可能にする明確なフレームワークを策定する必要があります。

実現方法 • デジタルヘルス当局は、データセキュリティ、データプライバシーと保護、およびデータローカライゼーション
政策に関連する規制の策定、更新、およびトレーニングの提供を、規制機関およびステークホルダーと連携し
て実行する必要があります。

• 監視ツール、SLA 違反、監査タイプと頻度、および認定手順などの監督およびコンプライアンスのためのメカ
ニズムと政策を策定する、米国の FedRAMP のような CSP の監視と認定のための中央当局を設立します。

• 規制は対象データセットのリスクプロファイルに沿っており、国際的な標準とベストプラクティスに従っている
必要があります。

• 政策は、医療データを収集、使用、および保存する組織に対する報告および透明性要件に対処する必要があ
ります。個人は、そのデータにより簡単にアクセスし、より詳細に管理できる必要があります。

• 国の医療データの保存と転送に対する責任を担うビジネスが、データの保存場所にかかわらず、引き続き国
のデータ保護規則に従うことを確実にする、管轄区域ベースではなく、説明責任ベースの規制を策定して実
施します。

2016 年、シンガポールの保健省 (MOH) は、世界初の Multi-Tier Cloud Security (MTCS) シンガポ
ール標準をヘルスケア部門にマップする調査を完了しました。民間ヘルスケア部門にも、異なるセキュリテ
ィ階層とヘルスケアデータセット間におけるマッピングに関するガイダンスが提供されました。

マッピングガイドラインには、例えば、臨床基準や用語システムなどの公開情報をホストするにはその基
本階層である MTCS レベル 1 を使用でき、請求および入院データなどの診療支援システムや管理支援
システムなどをホストするには最も厳しいレベル 3 を使用できることが説明されています。

7
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R2.2: 患者を中心としたコネクテッドヘルスケアシステムのデータの相互運用性と
交換に対するオープン標準を確立する

推奨事項 完全な相互運用性を備えたシステムは、組織、地域、および国の枠を超えた医療情報の交換と使用を可能にしま
す。オープン標準は、ベンダー間のポータビリティを可能にしながら、ユーザーのニーズに合ったソリューションの
導入におけるより広範な選択肢を実現します。

推奨理由 医療データは、医療財政、疫学と疾病管理、およびリソース最適化と e-ガバナンスの有効化という 3 つの重要な目
的のために必要なデータです。本レポートの対象となった大半の国の回答者がデジタルソリューションの断片的な
実装を目にしており、これはインドやインドネシアなどの大きな国々で特に顕著です。これは、医療システム間にお
ける医療データの収集、共有、および分析を妨害し、デジタルヘルスソリューションのメリットを大幅に制限します。

相互運用性標準が確立されて実装されると、標準化された医療データのクラウドを通じた安全かつリアルタイム
での交換が可能になり、デジタルヘルスシステムの可能性を最大限に活かすことができるため、国だけでなく世
界的な医療成果が向上します。

実現方法 政策立案者は、最初からそのデジタルヘルスフレームワークに相互運用性を組み込み、以下の方策を講じる必
要があります。

• 国際的に認められた電子健康記録 (EHR) および医療情報交換 (HIE) サービスでのデータの標準化とデータ
の相互運用性のための共通のオープン標準を策定し、段階的な実装のためのロードマップを設計します。

• 支払者、医療提供者、およびヘルスケア組織に対して相互運用性を義務付けます。標準への準拠と EHR の導
入に対するインセンティブプログラムを確立します。

• 国、および地域の Cloud Centers of Excellence、または同等の能力開発機関を通じて、適用されるツール、標
準、および規則に関するトレーニングを提供します。

• 各国のプライバシー規則が施行されることを確実にしながら国際的な相互運用性を可能にする、アジア太平
洋経済協力の越境プライバシールール (CBPR) などのデータ転送協定に参加します。

2020 年、米国のメディケア・メディケイドサービスセンター (CMS) は、多数の CMS 規制対象支払者と医
療提供者間で、2021 年 7 月 1 日までに FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) 標
準を使用することを義務付けました。

Alとビッグデータ
•  明確なデータ構造とセマンティクスを使用したア

ルゴリズムを提供する
• 分析結果の有効性を確実にする
• デジタルテクノロジーに対する信頼性を築く

医療通信
• 情報の簡単な取得を可能にする
• コミュニケーションバリアに起因する医療ミスを

回避する
• 文書化の負担を削減する
• 患者に活力を与える

国際企業
•  組織間でデータをプールする（希少疾患、精密医療

など）
• 世界的な公衆衛生問題に取り組む 

（感染対策、感染症など）
• 新たなテクノロジーヘのグローバルなアクセスを提

供する

研究
• 実世界データの使用率を向上させる 

（大規模な観察研究など）
• 新しい研究仮説を立てる 

（データマイニングとAlを使用）
• 分析スクリプトのリモート開発を可能にする

相互運用性がデジタル医療を向上させる方法 8
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R2.3: デジタルヘルスケアイノベーションエコシステムにつながる政策を設計する

推奨事項 政府による公衆衛生課題の追跡をサポートするために役立つデジタルヘルスイノベーションを促進するには、政策
および予算面でのサポートが必要です。

推奨理由 多くのアジアパシフィック地域の政府は、大きな公衆衛生課題の負担を抱えて苦慮しています。デジタルヘルステクノ
ロジーとサービスは、より効率的かつ包括的でコスト効率性に優れたヘルスケアを可能にすることによって、医療成
果の向上に大きな変革をもたらすことができます。しかし、ほとんどの発展途上国におけるイノベーションエコシステ
ムは、今日のデジタル経済に役立つほど進化していません。
これらの国の政府は、今でもスタートアップに資金援助を提供するうえで担保を必要とする従来の融資モデルに頼っ
ており、これはほとんどのスタートアップが満たせない要件です。調達には時代遅れな手法が取られていることが多
く、実績ある企業に大きく偏っているため、スタートアップが公共部門プロバイダーと連携する余地はほとんどありま
せん。政府も安全性を配慮してデジタルヘルス分野を過度に規制する傾向があり、イノベーションを抑圧しています。
政府は、その代わりに構造改革政策の変更とスタートアップへの融資を通じて、新たに生まれたイノベーションエコ
システムを育むことに注意を向ける必要があります。包括的な規制は、デジタルヘルスシステムが拡大され、成熟し
た段階で導入できます。
スタートアップの現金流出の大部分は、一般的にオンラインプラットフォームとインフラストラクチャコストの分野で発
生し、これは収益化が始まるまで数年続きます。クラウドサービスプロバイダーと連携し、クラウドクレジットを提供する
ことによって、政府はデジタルヘルススタートアップによる拡大の支援において重要な役割を果たすことができます。

実現方法 • スタートアップに対する政府融資は、ベンチャーキャピタルモデルに向けて再構築される必要があります。
• 財政面および財政面以外のインセンティブでデジタルヘルススタートアップをサポートする政策を設計します。

これには、投資家マッチング、資本注入と資金調達支援、およびアクセラレーターとインキュベーターなどの特
化した起業家プログラムが含まれます。スタートアップのための租税補助金、特に英国とカナダが提供している
還付型 R&D 税額控除や SME 助成金は、大きな効果をもたらします。

• 特定のサイズと規模のターンキーベンダーではなく、より小規模な企業やスタートアップをサポートする、より包
括的な調達政策を策定します。

• クラウドサービスプロバイダー、R&D センター、学術機関、および起業家機関などの民間部門とともにスタート
アップサポートネットワークを構築します。

• ゲノミクスや精密医療などの新興ヘルスケア分野、および AI/機械学習などの最先端の専門分野における人材
を誘致および維持し、タレントプールを構築します。

• クラウドの試験運用サイトをセットアップして、クラウドサービスの導入をテストし、拡大します。
• 公共部門関係者と民間部門関係者間、またはそれら関係者による「オープンデータ」プラクティスとデータ共有

を推奨することによって、データ駆動型のイノベーションを育成します。

シンガポールの政府テクノロジー局 (GovTech) は、小規模な企業に提案を提出するように勧め、調達プロセス
が進むにつれてそれらの企業が他の企業と連携できるようにすることで、調達をより包括的にしました。また、
調達サイクルの遅い段階での提案の提出を企業に許可することによって、調達期間をより柔軟にしました。 9

2017 年、ACCESS Health Digital はインドの国立保健局 (NHA) と連携して、インドのヘルステックスター
トアップとベンダーによるグローバルに適用されるオープンデジタルヘルス標準の実装を支援するための 
Social Entrepreneurship Accelerator (SEA) を立ち上げました。SEA は AWS Activate プロバイダーと
して AWS と連携し、ヘルステックスタートアップに無料の AWS クレジット、テクニカルサポート、メンターシップ、
および市場アクセスを提供して、スタートアップがそのビジネスを成長させることを助けています。 10

オーストラリア政府によって設立された研究基金である医学研究未来基金は、デジタルヘルスアクセラレータ
ーである ANDHealth に 1,980 万 USD を投入しました。これは、デジタルヘルスに対する政府最大の投資で
す。その初回試験運用プログラムで選出された 10 社は、4 年間で 7,000 万 USD 以上を調達し、300 の雇用
を創出して、44 件の臨床研究を実施しました。 11
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R2.4: 調達を合理化および標準化することによってクラウドサービスに対する信頼
を築く。

推奨事項 デジタルヘルス当局は、クラウドサービスの合理化および標準化された調達を可能にする政策を確立し、ガイダ
ンスを発行する必要があります。

推奨理由 予算面での懸念と、クラウドサービスに対する理解の不足は、クラウドの導入を妨げてきました。調達に関するガ
イダンスと、CSP に対する最小サービス基準の確立は、組織がより強い自信を持ってクラウドを導入するために
役立ちます。これは、クラウドデータガバナンス、ベンダー集中リスク、およびビジネス継続性に関する懸念の緩和
にも役立ちます

実現方法 • 国際的に認められたセキュリティおよびプライバシー標準に沿った、該当するデータセットのリスクプロファイ
ル、クラウドコンピューティングサービスのタイプ (IaaS、PaaS、または SaaS)、クラウドデプロイモデル (パブリ
ック、プライベート、コミュニティ、ハイブリッド) に固有の調達ガイドラインを発行します。

• 調達ガイダンスで説明されている最小限の標準レベルを満たす認定 CSP のリストを発行します。または、発行
された調達ガイダンスに基づいて適切なクラウドサービスを特定するために、組織が独自の評価を行う、また
は独立したサードパーティー評価者を任命できるようにします。

• 中央または部門レベルでの単一エンタープライズとしての購入と、契約の標準化により、「よりスマートな調
達」を可能にします。

• クラウドにおけるデータガバナンス、サービスとデータの可用性、リスク管理と改善策、イグジットマネジメント、
およびその他のサービスの考慮事項に対応する詳細なサービスレベルアグリーメント (SLA) を定義します。

• ハイブリッドモデルやマルチクラウドモデル、クラウドポータビリティ、およびテクノロジーニュートラルなアー
キテクチャを必要に応じて含めるために要件を変更することによって、テクノロジーベンダー集中とロックイ
ンリスクを軽減します。

ニュージーランド政府は CSP と商業契約交渉を行い、政府組織が単一のプライスブックと標準利用条件
を使用してクラウドサービスにアクセスすることを可能にするマーケットプレイスを作成しました。政府は、
クラウドサービスのカタログへのアクセスを政府組織に提供するマーケットプレイスも開発しています。12 

オーストラリアのサイバーセキュリティセンターとデジタルトランスフォーメーション局は、政府機関が 
CSP とそのサービスにアクセスするために役立つガイダンスをリリースしました。 13  その Infosec 
Registered Assessors Program (IRAP) イニシアチブは、ICT システムがオーストラリア政府のサイバ
ーセキュリティ標準を満たすという保証を提供します。 14
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R3: クラウド導入を促進させる基礎的な ICT エコシステムの構築を評価して投資
する

推奨事項 中央政府は、以下の両項目を包含する、クラウド導入に向けた強力な ICT 基盤を築くための政策を確立し、投資
計画を策定する必要があります。

1. 国際的または国内でのブロードバンド接続と新しいデジタルテクノロジー、ブロードバンド品質、および信頼
性に優れた電力などの必要な物理的リソース。

2. 国の ICT 戦略とビジョンを実現するための、維持可能なタレントプール。

推奨理由 新型コロナウイルスパンデミックは、遠隔医療相談、リモート診断とモニタリング、安全な医療データストレージ、
交換、および転送などの必要不可欠な国家サービスの迅速、便利、かつ安価な提供のためのコア ICT インフラス
トラクチャの重要性を浮き彫りにしました。調査では、インドネシア、インド、およびバングラデシュなどの発展途
上国にはこのようなインフラストラクチャがなく、クラウドを含めたデジタルヘルステクノロジーの使用を妨げて
いることがわかっています。

さらに、ニュージーランド、日本、およびフィリピンなどのさまざまな国のインタビュー回答者が、地元の労働力に
おける IT テクノロジーとクラウドサービス両方での大幅なスキルギャップを指摘しています。この ICT 基盤への
投資は、クラウド対応のデジタルテクノロジーの成長における鍵となります。さらに、国家的なクラウドファースト
政策は、政府が IT インフラストラクチャに対する納税者の支出を削減し、サービスデリバリーの向上を実現しな
がら IT に対してよりスケーラブルな従量制料金アプローチを導入するために役立ちます。

実現方法 • ICT インフラストラクチャ、および既存の ICT 戦略におけるスキルのギャップを評価し、投資計画を策定します。

• 多国間組織と開発銀行を含めたすべてのステークホルダー間における対話を確立することによって維持可能
な融資を動員し、必要な融資と投資を集結させます。

• ICT スキルの向上に対する国家計画を策定します: ギャップを削減するには、多角的なアプローチが必要にな
る場合があります。これには、短期間の集中的な再トレーニングとスキルアップコースに加えて、初等、中等、お
よび高等教育における IT スキルプログラムも含まれます。

• 国家的なクラウドファースト戦略の導入は、クラウド導入を迅速化します。

ニュージーランドのクラウドファースト政策: ニュージーランド政府は公共部門組織に対し、デジタルトランスフ
ォーメーションを推進できるように、バランスの取れた方法でクラウドサービスの導入を加速化するように要請
しています。クラウドファースト政策では、以下を行うことが組織に求められます。

• 従来の IT システムではなくパブリッククラウドサービスを導入する。
• リスク評価に従って、ケースバイケースで導入決定を行う。
• オンショアまたはオフショアのどちらでホストされているかにかかわらず、クラウドサービスでは「制限付

き」以下に分類されたデータのみを保存する。
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R4: クラウド導入の主要障壁を克服するための優先事項として能力開発に取り
組む

推奨事項 技術面の支援と組み合わされた教育を通じてクラウドサービスの知識と実装のギャップを縮小します。

推奨理由 クラウド導入の主な障壁の 1 つとして、デジタルテクノロジーに対する病院の経営者と管理者の抵抗が挙げられ
ていました。クラウドテクノロジーの仕組みとメリットの理解における知識のギャップ、ヘルスケアにおけるクラウ
ドのスキルの不足、およびクラウド対応デジタルヘルスアプリケーションの粗悪な設計のすべてがこの抵抗感の一
因となっており、最優先で対処される必要があります。

実現方法 保健省、デジタルヘルスリーダーシップ、地域および多国間の医療組織、ドナー、その他ステークホルダーが、能力
開発のための協調的な戦略を策定する必要があります。Centre of Cloud Excellence、またはそれと同等の能力
開発のための専門機関は、以下を通じたギャップへの対応において重要な役割を果たすことができます。

教育、トレーニング、認識: 

• 大規模な教育とトレーニングには、MOOC ベースのモデルを使用できます。
• デジタル導入に関するヘルスケアプロフェッショナルのためのモジュールベースのカリキュラムと、サイバーセ

キュリティのリスクと影響に焦点を絞ったトレーニングを開発します。
• 政策ガイドラインに沿ったデータ保護とプライバシー規制を明確に定めるようにヘルスケア組織を手引きします。
• ヘルスケア IT 職員は、そのセキュリティ分類に従ってヘルスケアアプリケーションでのクラウドサービスの使用を

設計し、管理するために必要なスキルセットと専門知識の習得するためのトレーニングを受ける必要があります。
• 政府のあらゆるレベルにおける意思決定者も、クラウドの使用を含めたテクノロジーの使用とその影響を理解

するために教育を受ける必要があります。
• ベストプラクティス、成功事例、およびクラウドの使用における失敗から得た教訓を、政策立案者だけでなく、全

国的および国境を越えてヘルスケアエコシステム全体に拡散する必要があります。
• クラウドおよびデジタルテクノロジーの導入に対する抵抗を克服するために、ADKAR や ADOPTS などの変更

管理モデルを実装する必要があります。

デジタルヘルスアプリケーション:

•  クラウドへのレガシーアプリケーション移行、およびクラウドネイティブなアプローチの導入に該当するベスト
プラクティスについて組織を指導します。これらは、クラウドへの投資からより大きな利益を得るために欠かせ
ません。

• 全体として人口の大部分に対応している小中規模の病院には、PaaS および SaaS ベースのデジタルヘルスの
使用を検討してください。これらは必要となるトレーニングが比較的少ないためです。テクノロジーニュートラ
ルであることも、新しいベンダーに切り替える場合にトレーニングに費やす時間を減らすために実装される重
要な原則です。

• ステークホルダーとエンドユーザーは、UNDP のデジタルアプリケーションのための設計原則などのベストプ
ラクティスに沿ってデジタルヘルスアプリケーションを設計するために集結される必要があります。  これは、エ
ンドユーザーの懸念に対処し、デジタル化へに対する姿勢を改善します。

African Alliance of Digital Health Networks のデジタルヘルスリーダーシッププログラムは、トレーニ
ング、メンターシップ、およびピアネットワークからのサポートの提供を通じて、デジタルヘルスリーダーの能力
を開発することを目指すプログラムで、デジタルヘルスイニシアチブの計画と実施における信頼性、より良
い管理、および改善を推進することを目的としています。 17

マレーシアの Digital Economy Blueprint は、「デジタル変革者」を育成して、技術専門家と ICT 関連の
プロフェッショナル人材で構成される高いスキルを備えた公務員を育てることを目標としています。18



日本
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日本	–	ヘルスケアシステムの成熟度と内容

日本は、合計 6,852 個の島々が 4 つの島から成る本土を囲む列島
です。人口は 1 億 2,600 万人で、高齢人口が優位を占め、平均寿
命が長く、出生率が低下していることが特徴です。  長い平均寿命
は、1960 年代に設立された国民健康保険システムの実施によるも
のであるとも考えられます。 20

ヘルスケア当局: 国民健康保険システムは厚生労働省によって管
理されており、当省が地域のヘルスケアプロバイダーに対する技
術的な指導監督を行っています。医療政策の起草と医療システム
管理に関しては、都道府県および市町村の自治体がそれらに対す
る自治権を有しています。

医療財政: 日本には国民健康保険システムがあり、これには、義務
的なカバレッジ、健康保険プログラムの選択肢がない、アクセスに
制限がない、同一のベネフィットパッケージ、すべてのプランで同じ
受診料、および自己負担額の上限を伴うさまざまな保険料率とい
う主な特徴があります 21

クラウドによる対応が可能なヘルスケア課題:

高齢人口: 2016 年、人口の 27.3% を 65 歳以上の人々が占めてい
ましたが、これらの人々を対象とする医療費の割合は、その年の医
療費総計の 50% を超えていました。これは、医療財政における課
題を提起し、医療ケアのタイプに対する需要にも影響します。22

機関間における連携の欠如:  ヘルスケアサービスの提供に対する
都道府県および市町村の自治体による自治的な行政が原因で、医
療施設の責任が明確に定められていません 23

ヘルスケアコストの上昇: 高齢人口に関連する医療費と、保険の対
象となる多数の高額医薬品が、ヘルスケアコストの上昇につなが
っています。 24 国内総生産 (GDP) の割合としての総医療費 (THE) 
は、1995 年の 6.3% から 2018 年の 10.9% へと大幅に上昇してい
ます。 25

スコア: UHC サービスカバ
レッジ指数 (2017 年) 83/10026

順位: 医療関連の SDG に
おける進展 (2015 年) 21/18827

スコア: ヘルスケアへのアク
セスと品質指数 (2015 年) 94.1/10028 

国連の電子政府準備度指
数 (2020 年) 14/19329

クラウド準備度指数 71.3/10030

国連 ITU の ICT 発展指数 10/19331

医療サービスと品質のスコア

ICT	と	E-ガバナンスの成熟度

クラウドとデータセキュリティ	

クラウドファースト政策
公衆衛生に対するクラウドの
義務付け/政策 
個人データ保護に関する法律 
ヘルスケアデータに対するデー
タ保護とプライバシー法
クラウド: ヘルスケアデータに対
するデータセキュリティとプライ
バシー法

日本の主要データの概要
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6.5 日本

6.5.1	 日本におけるヘルスケアのデジタルトランスフォーメーション:	内容と成熟度

日本は世界で情報通信技術 (ICT) が最も進んでいる国の 1 つと見なされており、国内の ICT アクセス、使用、およびスキルのレベルを測
定する ITU の ICT 発展指数の上位 10 か国に入っています。 32 2020 年の時点で、人口の 100% がインターネットにアクセスでき (活用し
ているのはそのうち 93% のみ)、少なくとも 4G のモバイルネットワークにアクセスできています。インターネットへのアクセスに関する都
市部と地方部の世帯における格差は小さく、地方部では 96%、都市部では 98% になっています。 33

日本での ICT の発展、および 1960 年代から政府取引のデジタル化への取り組みが行われていたことにもかかわらず、政府の内部プロ
セスは「紙主体文化」から抜け出せていません。 紙の文書と印鑑が依然として一般的で、いまだに対面式のミーティングを好む管理職者
もいます。日本総合研究所によると、2019 年にオンラインで完了できた管理プロセスは、55,765 個のうち 4,183 個 (7.5%) のみでした。 34 
コンピュータシステムが設置されていても、相互運用性のために最適化されていないことが、このジレンマに拍車をかけています。省庁
と地方自治体全体のシステムには、垂直的な互換性はあっても、相互的な互換性はありません。 35 これを解決するため、2018 年に「デ
ジタル・ガバメント実行計画」が発表されました。この計画では、政府サービスが全面的にオンラインでアクセス可能になり、データが利
用可能になって、政府プラットフォームが参加型のインタラクティブなものになります。 36

e-Japan 戦略 I および II:
e-Japan 戦略 I  およびII は、2001 年および 2003 年に開始さ
れ、病院でのより広範な EMR の導入を提唱しました。部門、部
門間、病院全体、および施設間の 5 つのレベルの EMR 導入が
定義されており、これにはケア管理情報も含まれていました。
しかし、2007 年までに 60% の病院が EMR を導入するという目
標に対して、導入したのは 10% のみでした。2014 年時点で
は、導入率は増加したものの、27.3% に留まりました。37 

データヘルスプロジェクトと PeOPLe:
2015 年、データヘルスプロジェクトの一環として保健医療
分野における ICT 活用推進懇談会が立ち上げられ、Person-
centered Open Platform for Wellbeing (PeOPLe) が概念化さ
れました。PeOPLe プラットフォームは、患者医療データのクラウ
ドベースストレージで、医療サービスの提供を強化し、パーソナ
ライズすることを目的としています。 38

My ME-BYO Medical Project:
神奈川県庁のヘルスケア・ニューフロンティア (HCNF) 政策パッ
ケージに基づいて開始された、患者データをクラウドに保存する
ためのもう 1 つのイニシアチブが、マイ ME-BYO カルテプロジェ

注目すべきデジタルヘルスイニシアチブ

デジタルヘルスイニシアチブの早期導入にもかかわらず、この分野における日本の取り組みは断片的で、不均等に実施されています。

日本の病院情報システムは、コンピュータ企業から持ち込まれた、またはそれらによって開発された電子注文入力システムを起源とし
ています。画像保存通信システム (PACS) と電子カルテ (EMR) の使用が開始されたのは 1990 年代です。

クトです。このプロジェクトは、詳細な個人健康記録 (PHR) を作
成して、病気を予防するために県民の健康状態をモニタリング
し、警告することを目的としたものです。 39 支援プログラムである
医療データのための行政改革推進本部は、2017 年にヘルスケ
アプロフェッショナルによるデータのシームレスな使用を認め、
ヘルスケアビッグデータとクラウドベースのアプリケーションの
取り扱いをいくらか考慮した医療ビッグデータ法がそれらを合法
化しました。

MIDNET:
2018 年には、Medical Information Database Network 
(MIDNET) が運用化されました。これは、患者データが匿名化さ
れることを条件として、医薬品開発における研究の発展のため
に患者データを共有することを可能にしました。

データヘルスの集中改革プラン:
新型コロナウイルスパンデミックによってもたらされた行政業務
における変化を考慮して、2021 年にデータヘルスの集中改革プ
ランが起草され、発表されました。このプランは、医療プロセスに
おいて既存インフラストラクチャを最大限に活用する、および患
者がその医療情報にアクセスできるようにするという 2 つの目標
の達成を目指しています。既存インフラストラクチャの活用の最
大化には、国民健康保険での「マイナンバー」ID カード (社会保
障および税番号制度) の利用が含まれます。
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6.5.2	 公衆衛生におけるクラウド導入:	政策、重要なイニシアチブと規制

デジタル世界の先駆者であるにもかかわらず、日本は他の国々と比べてデジタルヘルスイニシアチブで後れを取っています。

公共部門のクラウド政策

日本のクラウド導入への取り組みは、アジアパシフィック地域
の多くの国々に先駆けて開始されました。総務省は、2011 年に
地方公共団体によるクラウドサービスの共同購入を開始しまし
た。2016 年、日本ではスーパースマート社会を構想する Society 
5.0 ビジョンが発表されました。この戦略の狙いは、サイバー空間
と物理空間を融合させることによって、人為的プロセスにおける
不便さを解消することでした。また、以下のイラストにあるように、
情報がクラウドからのアップロードと取得に依存する現在の社会
から、AI 支援の情報のアップロードと取得への移行も目的として
いました。 40

ヘルスケアのクラウド: 成熟度と重要なイニチアチブ 

日本では、ヘルスケアのクラウドの使用において限られた成功し
か収めていませんが、過去 2 年間、日本はより多くのクラウドリ
ージョンとプロジェクトを発表しています。これらの進展、および
新型コロナウイルスに関するクラウドの使用は、ヘルスケアのた
めのクラウドの導入におけるより迅速な成長をもたらす可能性
があります。

患者情報登録システム: 臨床データの安全な収集と保存のため
の患者情報登録システムをさまざまな医療研究機関に提供する
情報管理サービスである匿名バンクは、患者の臨床データと個
人情報とともにクラウドで一元的に保存されています。このサー
ビスは、東京大学医学部附属病院での多系統萎縮症 (MSA) に関
する臨床情報の管理において重要な役割を果たしています。 41

新型コロナ保健所業務支援クラウドパッケージ:	42

2020 年、デロイトトーマツグループは、米国の SaaS 企業である 
Salesforce, Inc. とともに新型コロナ保健所業務支援クラウドパッ
ケージを提供することによって、新型コロナウイルスパンデミック
の追跡で日本政府をサポートしました。

このサポートパッケージは、情報の共有を容易にしながら、保健
所の管理および運営タスクを削減することを目的としています。
その機能には、問い合わせ管理、PCR 検査、疫学調査管理、濃厚
接触者管理、およびデータ集約などがあります。

しかし、2021 年 5 月にクラウドコンピューティングシステム障害
が Salesforce で発生し、日本の新型コロナワクチン予約システ
ムが停止する原因になりました。予約を確認できない、ワクチン
在庫にアクセスできないなどの問題が発生しました。 43 

2018 年には、すべての省庁と自治体がそのサービスの利用にク
ラウドの導入を検討することを推奨する、クラウド・バイ・デフォル
ト政策が成立しました。総務省は 2018 年に、地方公共団体によ
るクラウド共有の推進と、地方自治体での情報システムの再構
築プロジェクトに 13 億 6,500 万 USD (1,500 億円) を割り当てま
した。

関連規制 

日本では、個人情報とヘルスケアデータのための高度なデータセキュリティと保護法が施行されています。

個人データの保護とプライバシー、およびデータセキュリティに関する規制

「個人情報の保護に関する法律」(APPI) とも呼ばれる平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号は、日本国内におけるデータ保護の指針とな
るものです。この法律は、サードパーティーとのデータ共有における要件、および違反に対する最高刑の引き上げに関する経過条項を含
めるために 2020 年に改正されました。

さらに、公共部門と民間部門における APPI の一律的な適用を確実にするための 2021 年改正が公布されました。この政策の実施を監
視する責任を担う機関は、個人情報保護委員会です。 44
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APPI の原則は目的を中心としています。APPI は、データの収集、処理、共有、保存を、それらが果たす目的に必要となるもののみ、およ
びデータ主体が同意したものに制限しています。同様に、個人データの海外への転送も、同意が得られた場合、または予防措置とシステ
ムが APPI が要求する品質水準を満たす場合を除き、禁止されています。

クラウドサービスプロバイダーに対するセキュリティ規制: 省庁全体および異なる分野全体におけるクラウドの利用の指針となる複
数の規制が公開されています。最近開始されたクラウド規制プログラムの 1 つに、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度 
(ISMAP) があります。このプログラムには、サードパーティー組織による監査を受けた、ISMAP 標準を満たすクラウドサービスのリストの
公開が含まれます。

クラウド内のヘルスケアデータに特化した規制

「3 省 2 ガイドライン」 (2G3M) のガイドラインは、クラウドなどのサードパーティーサービス内に保存される医療情報に適用されます。

1. 2022 年 1 月に厚生労働省によって公表された医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版。46 

2. 経済産業省と総務省によって 2020 年 8 月に公表された医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安

全管理ガイドライン。 47

ヘルスケアデータの保管: 厚生労働省の医療情報ガイドラインでは、厚生労働省による医療機関の監督と監査を促進するために、医療
情報を日本国内に保存することが義務付けています。医療情報のコピーは、その情報の完全なコピーが日本国内にも保存されている
場合、海外での保存が可能です。この制限は、医療機関によって収集された情報のみに適用され、他の当事者によるものには適用され
ません。 48

6.5.3	 クラウド導入に対する障壁と課題

既存の二次調査とインタビューに基づいて、以下の障壁と制約が特定されました。

1. テクノロジーの導入に対する抵抗感:
政府が国内の医療施設によるテクノロジー導入をサポートするための包括的な一連のガイドラインとプログラムを導入する一方で、医
療部門自体では変化を受け入れる準備が整っていません。日本の回答者は、その抵抗感の一因が個人情報の漏洩に対する恐怖心に由
来することを指摘しましたが、その恐怖心は変化に対する躊躇に基づくところが多いことも認めています。しかし、政府は現在、より広く
受け入れられることが期待されるテクノロジーでのクラウドの使用により一層力を入れています。

「規制について考えると、クラウドへの移行を妨げるものは何もありません。おそらくは、すべてをクラウドに移
行できるでしょう。これは単に考え方の問題なのです」。
— 公共部門の医療データ専門家 (日本)

「クラウドに関する考え方は変わりつつあります。ほんの 5 年前でも、クライアントはクラウドの使用を認めま
せんでした。ところが、2～3 年前からこれが大幅に変わり始めました。何がきっかけになったのかはわかりませ
んが、Google がそのクラウドサービスを開始し Microsoft そしてもちろん、最も良く知られている AWS もサービ
スを開始したことから、今ではクライアントもクラウドに慣れてきています」
— 医療 IT 専門家 兼 厚生労働省アドバイザー(日本)
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2. クラウドに関する理解の欠如:

クラウド、そしてクラウドにおけるデータのセキュリティと保護に関しては、大幅な知識のギャップが存在します。これに医療データの収
集、共有、および活用のメリットに関する理解の低さが加わり、クラウドを導入するための推進力はほとんどありませんでした。

3. IT プロフェッショナルの欠如:

この地域のその他の国々と同様に、日本は IT スキル、特にクラウドスペシャリストの不足に直面しています。この現象は日本の商業技術
部門にも見られ、海外の人材を雇用することで補われています。しかし、政府は公務員としての外国人の雇用に抵抗を持っています。つ
まり、日本政府が公共部門リーダーシップのためのデジタルヘルス専門家の育成に多額の投資を行わない限り、これらの取り組みを推
進させるために必要なリーダーシップが不足することになります。 49

「今のところ、データの活用率が極めて低いことから、スケーラビリティやコスト削減に対する需要はほとんど
ありません。国民から多くのデータが取得されていますが、このデータの活用方法に対する認識が低く、このデ 
ータを活用する計画もありません。政府は、データ活用に集中するためのインセンティブを提供していません。

病院ごとに独自のデータセンターやデータサーバーがあり、これらがクラウドサービスに接続されているかどう
かはわかりません。これは、日本でデータ共有がいまだに十分確立されていないためです。政府はこのようなデ 
ータ共有を推奨していますが、プロバイダーのビジネスモデルに基づくと、データ共有はその収益を減少させる
可能性があります。この要因が、医療分野におけるすべてのデータ共有とデジタル化を遅らせているのです。

政府保険者は、データのデジタル化やクラウドサービスのメリットを少しずつ認識してはいますが、保険者と政
府機関のほとんどがこのメリットをまだ認識しておらず、リスクを過大評価している可能性があります。クラウド
サービスのセキュリティリスクのまぼろしは、今も広まったままです」。
— 医療 IT 専門家 兼 厚生労働省アドバイザー(日本)

「日本では、IT サービスを実装するためのスキルを持つプロフェッショナルが不足しています。これを実行でき
る能力を持つ人材はほとんどいません」。
— 公共部門の医療データ専門家 (日本)
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「一般国民にメリットを説明することは困難ですが、アプリケーションを使用することで、ユーザー、つまり国民
へのメリットの説明が容易になるかもしれません。もし私が CSP の代表責任者であったとしたら、クラウドサー
ビスが国民にとって良いものである理由を説明することは難しいですが、国民、家族、またはコミュニティに提
供されるメリットの種類を説明することはできます。データアナリストやその他プロフェッショナルが利益を得る
ことは言うまでもありませんが、政治家を納得させるには、テクノロジーのメリットと、収益との関連性を説明
する必要があります」。
— 医療 IT 専門家 兼 厚生労働省アドバイザー(日本)

「スケーラビリティが可能な場合、またはより高速な施設を使用すれば、サービスもより効率的になると思わ
れますが、政府がそれらを提供するインセンティブはほとんどありませ
ん」。— 医療 IT 専門家 兼 厚生労働省アドバイザー(日本)

6.5.4	 推奨事項

1. より多くのデジタルヘルスアドボカシーが必要:

デジタル化の即時的および長期的なメリットを伝えることは、特にデータセキュリティ、データ共有、およびデータ活用といった側面で、
テクノロジーのより広範な導入と、テクノロジーに関する抵抗感の低減に役立つ可能性があります。これは、日本の国民だけではなく、
政策立案者にも必要となります

[推奨事項 2.4、推奨事項 4 を参照]

2. デジタルヘルスイニシアチブをインセンティブ化するためにさまざまな政策ツールを使用する:

クラウド規制の複雑性、医療データ共有のメリットに対する理解の不足、およびクラウド導入における ROI (投資利益率) に関する明瞭
性の欠如が導入を妨げています。デジタルヘルスに対するより大きなアドボカシーに加えて、クラウドサービスの取り込みを向上させる
インセンティブやその他手段を導入するために政策を確立、または改革する必要があります。これらのツールには、労働力により多くの
クラウドプロフェッショナルを迎え入れるためのクラウドテクノロジーに関するスキルアップおよびトレーニングプログラムを伴う必要が
あります。[推奨事項 2、推奨事項 4 を参照]

3. Adapt, test, scale mindset:

政府の保守的な姿勢、およびデジタルヘルスイニシアチブの従来の断片的な実装は、日本が他の国々と歩調を合わせる妨げになってき
ました。俊敏な考え方と、試験運用の使用は、政府が患者の安全を確保しながら、ヘルスケア部門にイノベーションをもたらすための方
策を講じるために役立ちます。

[推奨事項 1、推奨事項 2.3 を参照]
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ACCESS Health と AWS Institute は、本レポートのためにアジアパシフィック地域におけるクラウド導入に関する貴重な洞察を提供して
くださった 40 人を超える政策立案者、公衆衛生リーダー、およびデジタルヘルス専門家の皆様に深い感謝の意を表します。
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