医療・介護・保健分野におけるビッグデータの活用と患者の権利
――モノのインターネット（IoT）の先にあるもの
松田

純

はじめに――大変革時代の到来
ICT(情報通信技術)の進化はこれまでも社会を大きく変化させてきたが、今後もさ
らに劇的な技術発展が見込まれ、いよいよこれから、社会の本格的な変革が引き起
こされると予想される。この変革を象徴するキーワードは、IoT（モノのインター
ネット Internet of Things）1とビッグデータである。
IoT とは、あらゆるモノがインターネットを通じてつながることによって実現す
るサービスやビジネスのモデルであり、それによって実現する新たな世界を指す。
インターネットでのつながりは、これまでは人の操作によって信号が送受信される
ことによって成り立っていた。これに対して、IoT では、さまざまなモノにセンサ
ーデバイスが組み込まれ、それらがクラウドに接続されて、自ら送受信して情報交
換し、相互に制御する。いわば、モノどうしが会話する、あるいは、端末どうしが
双方向で情報交換して自律的に制御し、AI（人工知能）によって最適化し、社会全
体を有機的なものにしていくような仕組みである。その仕組みの基盤は、サイバー
フィジカルシステム（Cyber-Physical System：CPS）と呼ばれる。これはコンピ
ュータの仮想空間（サイバー空間）と現実空間（フィジカル空間）とを融合させた
仕組みである（図１参照）
。

フィジカル空間

サイバー空間

図１ フィジカル空間（上）とサイバー空間（下）との融合2

IoT が長期に展開したさらに先の影響を IoE（万物のインターネット）と表現することもある。
ビッグデータマガジン「モノのインターネットとは？――IOT の動向と課題・前編」に掲載の図を改作。
http://bdm.change-jp.com/?p=1677
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現実世界のさまざまなモノや人に取りつけられたセンサーから送られてくる膨大
なデータをインターネットでリアルタイムで共有し、サイバー空間のなかで、強力
なコンピューティングシステムによって処理して、その解析結果を現実空間にフィ
ードバックするシステムのことである。例えば、製造工程で生じたトラブルは、ま
ずサイバー空間のなかで問題の所在とその解決方法が導き出され、その指令のもと
に製造工程が自動的に調整され、建て直される3。このように、製造工程そのもの、
工場そのものが自ら考えて、問題を解決する。いわば、モノの連関が巨大な人工知
能をもつ。CPS は「考える工場」
「スマート工場」を支える基盤である。
生産分野に限定せず、社会全体にこのシステムを実現しようとするのが、
「スマー
ト社会」という構想である。産業機械から消費材、さらにサービスまで、われわれ
の生活を構成する膨大なモノとサービスが相互接続するネットワークが出現する。
そこに発生するビッグデータを解析することで、これまで見えなかった相関を可視
化し、さまざまな改善に役立てることができる。生産の効率化や製造工程のトラブ
ル防止、品質向上、さらには生産から消費までをリアルタイムで接続して、顧客の
個別のニーズに対応した製品の設計・生産・搬送がスムーズな一連の流れとなり、
社会全体が無駄のない「環境にやさしい社会」となることなどが予想される。ビッ
グデータの解析を人がさまざまな種類のデータを組み合わせて試みることもあるが、
IoT のシステムが自動で行うこともできる。AI（人工知能）が自動的に解析し、全
体を最適化する。このように IoT は広大な可能性をはらんでいるため、現時点でそ
の射程を見渡すことは困難であり、説明しつくすことも難しい。
世界の産業界はいま IoT の導入と展開、
そのビジネス化をめぐってしのぎを削り、
怒涛のような動きが世界中に拡がっている。こうしたグローバルな大きな流れを、
日本の「第５期科学技術基本計画」
（2016 年 1 月 22 日閣議決定）は「超スマート
社会」への「大変革時代」の到来としてとらえている4。
IoT によって今後、われわれの暮らしや社会のあり方は大きく変貌してゆくと予
想される。医療・介護・保健・対人援助もこの「大変革」の重要部門である。しか
し、それについて倫理的な視点から考察したものはまだほとんど見られない。本稿
では、この大変革への動向の現状（１）とその意味（２）を考察し、とりわけ医療・
介護・保健分野におけるビッグデータの活用とモノのインターネットの現状とその
先にあるものを予想しつつ（３）
、その倫理的な意味と課題を患者の権利の視点から
も考察する（４）
。とくに、この課題にいち早く取り組んだドイツ倫理評議会の公開
シンポジウムでの議論を手がかりに考える（５）
。その上で、始まりつつあるこの大
きな構造転換を見すえて、患者の権利をとらえ直す必要があること（６）を論じる。
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洋泉社 MOOK『インダストリー4.0 の衝撃』洋泉社、2015、16-17 頁
「科学技術基本計画」平成 28 年 1 月 22 日閣議決定、2、9 頁
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１．モノのインターネット（IoT）によるスマート社会
IoT をめぐる各国の動向のなかでも注目すべきは、ドイツの Industrie 4.0 という
国家プロジェクトである。Industrie 4.0 は第４次産業革命を意味する。第 1 次は
18-19 世紀の水力や蒸気機関による工場の機械化、第 2 次は 19 世紀後半の電力の活
用による大量生産、第 3 次は 20 世紀後半のコンピュータ導入による工場のオート
メーション化（生産工程の自動化）である。これらに比肩する第４次産業革命が
Industry 4.0 である（図２参照）
。

図２ 第４次産業革命5

上図は Bundesministerium für Wirtschaft und Energie , Industrie 4.0 und Digitale Wirtschaft. 2015, S.8
下の邦訳は尾木蔵人『決定版 インダストリー4.0――第 4 次産業革命の全貌』東洋経済新報社、2015 年、23
頁
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Industrie 4.0 という語は、2011 年のハノファーの産業見本市で初めて登場し、
2012 年 10 月、連邦政府によって、ドイツの国家プロジェクトとして採用され、業
界の垣根を超えて、産官学が連携して取り組むことになった。まず、BITKOM（ド
イツ IT・通信・ニューメディア連邦連合会）、VDMA（ドイツ機械・プラント製造
業連盟）
、ZVEI（電子・電気工業中央連合会）の 3 つの主要な業界団体が Plattform
Industrie 4.0（プラットフォーム・インダストリー4.0）を 2013 年に創設した。そ
の後、VDA（ドイツ自動車製造業連合会）なども加わった。ところが、業界内の利
害対立や思惑の違いから、その具体化は足踏み状態が続いていた。Industrie 4.0 を
実現するためには、各業界はデジタル化の統一規格に合意しなければならない。メ
ーカーは自社の製造技術に関するノーハウをデジタル化してプラットフォーム上で
顧客と共有しなければならない。各企業は独自のノーハウを他社に盗まれることを
懸念し、様子見状態となっていた。さらに、IT 業界と機械製造業界との間で対立も
あった。連邦政府はこうした状況が長引いて国家プロジェクトが遅延することを恐
れ、Industrie 4.0 の主導権を握ることを決断した。2015 年に、連邦の経済エネル
ギー大臣と教育研究大臣がこの業界団体の連合組織の最高責任者に就任し、連邦政
府が直接プラットフォームを主導することになった。このような形で政府と産業界
とが強力に連携して、ドイツのノーハウを世界標準にすることをめざす壮大なプロ
ジェクトは、歴史上なかったと言われている6。
研究開発では、フラウンホーファー研究機構7、ドイツ工学アカデミー（acatec）
、
先端クラスターである it's OWL などの研究機関も民間企業と共同で開発を進める。
IoT が単に一企業内の効率化というレベルではなく、社会全体の、しかもグローバ
ルな規模での変革をめざすことから、連邦政府が深く関与し、国をあげて開発して
いく体制を構築した。このように組織の垣根を越えて連携しながら IoT のプロジェ
クトを進めることは歴史的にも例がなく、他の工業国では難しいと言われている8。
ドイツ国内でも、この国家プロジェクトに対して「官僚主義」との批判が出され
ている。しかし、Industrie 4.0 は、これまでの企業内の効率化とコスト削減とは次
元をまったく異にするものであり、企業間の連携、さらには民生分野をも包括した
究極の効率化をめざすものだ。産官学さらには NPO などの新しい公共組織とが連
熊谷徹「工業規格の統一を阻む２大業界の対立と中小企業の憂い」
『インダストリー4.0 の衝撃』洋泉社、2015
年、42-45 頁
6

欧州最大の応用研究機関。ドイツ各地に 67 の研究所を構え、およそ 24,000 名のスタッフが活動。民間企業
や公共機関向け、また社会全体の利益を目的として、実用的な応用研究を行っている。年間研究費総額は約
20 億ユーロ。研究費総額の 70%以上が民間企業からの委託契約や公共財源による研究プロジェクトからのも
の。約 30%はドイツ連邦政府および州政府から経営維持費として提供されている。
Megumi Takahashi「第 4 次産業革命 『インダストリー4.0』モノづくり大国ドイツの挑戦」ドイツニュー
スダイジェスト Nr.1008、2015.8.21. http://www.newsdigest.de/newsde/
features/7180-industry-4-in-germany.html
8
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携してなしうる全産業の革新、さらには社会全体の改革による有機的なスマート社
会の実現が目標になっている。この革命は、グローバルな連携のなかで、世界規模
で展開する。そこで、世界全体の標準化が必要になる。全体の統合と、統一的な基
準・規格づくりが、とりわけ課題とされている。民間企業間の連携だけでは限界が
ある。さまざまなセクター間の調整・合意形成なしに、それは不可能である。
ドイツは連邦と州との関係、さらには、連邦と欧州連合（EU）との関係調整に
豊富な経験をもっている。「補完性(Subsidiarität)の原理」9に基づき、それぞれの
セクターの役割調整に習熟している。メルケルは 2005 年に首相に就任して数か月
後に、ジェリミー・リフキンをベルリンに招いてドイツ経済の発展方向について助
言を求めたという。リフキンは IoT によるパラダイム転換によるドイツ経済の発展
の可能性について解説した。これを聞いたあとで、メルケルはこう言ったという。
「私はドイツのために、この産業革命を実現させたい」
。この産業革命のインフラは
分散型・水平展開型なので、ドイツの政治地理に打ってつけだ。なにしろドイツは
連邦であり、各地方がそれぞれある程度の自治権を持ちながらも協働して、ドイツ
全体のコミュニティの福利を増進してきた歴史を持っている。デジタル方式でつな
がりネットワーク化したドイツという発想は、ドイツ国民には大いに納得がゆくも
のだ。メルケルはこのような見解を示したという10。メルケルが指摘するこうした
条件は、IoT をめぐる競争において、ドイツにとって有利である。
このように政府と産業界が連合艦隊方式で取り組む Industrie 4.0 というドイツ
の戦略は世界に衝撃を与えた。日本の産業界はこのイノベーションに乗り遅れまい
と動き始めている11。国も第５期科学技術基本計画のなかで、
「大変革時代」を見す
えて、
「科学技術イノベーションを推進」し、
「超スマート社会を未来社会の姿とし
て共有」する方針を打ち出した。
ドイツ以上に IoT で先を行くのは米国である。2014 年、世界的な IT 企業 5 社（ゼ
ネラル・エレクトリック（GE）社、インテル社（半導体大手）、シスコシステムズ
社、IBM 社、AT＆T 社）が、インダストリアル・インターネット・コンソーシア
ム(Industrial Internet Consortium:IIC）という組織を創設した。その参加企業は
2015 年７月時点で 180 社を超え、米国企業のみならず欧州や日本、中国などの企
業が幅広く参加している。IT ビジネスでの世界的な覇者をいくつもかかえる米国産
業界の動きにも注目しなければならない。
9

個人、家庭、共同体、国家などのレベルがそれぞれ下位のレベルのできないことを補助すべきという社会
構造上の原理である。もとはカトリック社会倫理の原理である。
10

Jeremy Rifkin, The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons,

and the Eclipse of Capitalism. 2014. ジェレミー・リフキン『限界費用ゼロ社会――<モノのインターネット
>と共有型経済の台頭』 柴田裕之訳、NHK 出版、2015 年、473-476 頁。訳文は一部変更している。
11

日経 BP ムック『IOT 大全 2016』日経 BP 社、2016 年
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また、中国もドイツとの連携を強めて、
「中国製造 2025」という戦略を強力に推
進している。EU も「ヨーロッパ 2020 戦略（The Europe 2020 Strategy）
」などを
掲げて取り組んでいる。いずれも重要で、気になる存在ではあるが、これらについ
ての詳述12は避けて、本稿の主題に集中したい。
２．モノのインターネットの先にあるもの――「限界費用ゼロ社会」と「共有型経済」
IoT などのデジタル化革命を巨視的な視点から考察した力作に、ジェリミー・リ
フキンの『限界費用ゼロ社会――<モノのインターネット>と協働型コモンズと資本
主義の没落』13がある。これを参考にして、デジタル化革命の社会的・文明史的な
意義について考えてみる。
リフキンは ICT（情報通信技術）や IoT の進展の先に、限界費用14がかぎりなく
ゼロに近づき、スマートな公共インフラを共有する社会の実現を展望している。資
本制社会は私的所有を前提にしているが、今日われわれのまわりには、コモンズ（共
有財）が広がってきている。例えば、インターネットを介して得る情報は基本的に
無料である。利用者はインターネット接続料金を定額で支払うが、検索エンジンや
さまざまなアプリケーションなどを無料で利用している。例えば、ウィキペディア
の日本語版の記事数が 2016 年 1 月に 100 万項目を超えたそうだが、もしこれを書
籍や電子辞書の形で購入したら、相当な高額になるはずだ。これをわれわれは無料
で利用している。コモンズは資本制社会以前から、共同の牧草地や入会地のような
形で存在したが、インターネット上で、オープンソースとして無償のソフトを利用
できるように、現在さまざまなコモンズが広がっている。所有権よりもアクセス権・
利用権が重視される時代になってきたと言える。
例えば、リフキンは自家用車のムダをわかりやすい例としてあげている。米国で
は、自動車１台の所有と使用にかかる費用は月平均数万円にのぼり、世帯収入の 2
割を占める。だが、自動車が使用されていない時間は、平均で 92％にのぼり、きわ
めて効率の悪い固定資産になっているという。もし IoT を組みこんだ効率的なカー
シェアリングが実現すれば、自動車の台数を２割にまで減らせるという。さらに、
自動運転車が実現すれば、カーシェアリングの会員が電子端末から車を呼び寄せる
と、運転手のいない自動運転車が自宅の玄関まで迎えに来て、目的地まで運んでく
れる。車はその後、次に予約している最短の会員のもとへ自動で向かうことになる15。
これが実現すれば、家計の面でも、エネルギー・環境面でも絶大な効果をもたらす。

これらの動向については、尾木蔵人『決定版 インダストリー4.0――第 4 次産業革命の全貌』東洋経済新
報社、2015 年、
『インダストリー4.0 の衝撃』洋泉社、2015、日経ビジネス編『まるわかりインダストリー4.0
――第４次産業革命』日経 BP、2015 年などが参考になる。ウッブ上にも多数の情報がある。
13 Rifkin, ibid.
14 限界費用(Marginal cost）とは、生産量を１単位だけ増加させることに伴う総費用の増加分を指す。
15 Rifkin, ibid.pp. 226-234,邦訳 350-358 頁
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また、ストールマン（Richard Matthew Stallman, 1953 - ）らが提唱する「フ
リーソフトウェア運動」もある。原著者は誰なのかにこだわる著作権（コピーライ
ト）の思想に対して、
“コピーレフト”を対置して、参加者の自由な協働によって進
化し続けるソフトウェアの理念を掲げる16。企業秘密とされる知的財産は通常、他
社に対して自社の優位性を確保するための重要な経営戦略に位置づけられる。その
ため、企業内や研究所内でひそかに開発研究がなされる。しかしながら、革新につ
ぐ革新を求められる現代において、自前技術にこだわっていると、イノベーション
が消費者のニーズの多様化のスピードに追いつかなくなってきた17。一企業の単独
の努力だけで画期的なイノベーションを打ち出すのは困難になってきた。異業種間
や複合領域の連携も求められるなか、企業間や研究所間の開発・研究連携が進んで
くる。こうゆう流れのなかで、
「みんなでいいものを作っていこう」というオープン
ソースの思想が出てきた。
「第５期科学技術基本計画」はこの可能性を次のようにと
らえている。
科学研究の進め方もオープンサイエンスが世界的な潮流となりつつある。分
野・国境を越えて研究成果の共有・相互利用を促進することにより、従来の枠
を超えた知識や価値が創出される可能性が高まっている18。
さらに 32 頁にはこう詳述されている。
オープンサイエンスとは、オープンアクセスと研究データのオープン化（オー
プンデータ）を含む概念である。オープンアクセスが進むことにより、学界、
産業界、
市民等あらゆるユーザーが研究成果を広く利用可能となり、その結果、
研究者の所属機関、専門分野、国境を越えた新たな協働による知の創出を加速
し、新たな価値を生み出していくことが可能となる。また、オープンデータが
進むことで、社会に対する研究プロセスの透明化や研究成果の幅広い活用が図
られ、また、こうした協働に市民の参画や国際交流を促す効果も見込まれる。
さらに、研究の基礎データを市民が提供する、観察者として研究プロジェクト
に参画するなどの新たな研究方策としても関心が高まりつつあり、市民参画型
のサイエンス（シチズンサイエンス）が拡大する兆しにある。近年、こうした
オープンサイエンスの概念が世界的に急速な広がりを見せており、オープンイ
ノベー ションの重要な基盤としても注目されている。

Rifkin, ibid. pp.173-192, 邦訳 264-296 頁も参照。
21 世紀政策研究所『シンポジウム 日本型オープンイノベーションを求めて』2015 年、71 頁
http://www.21ppi.org/pocket/pdf/50.pdf
18 第５期科学技術基本計画、２頁。
16
17
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学術研究の成果は人類全体の財産であるから、オープンサイエンスの理念はわか
りやすい。しかし、オープンテクノロジーにまで一直線で進むわけではない。芸術
作品や独創的な技術に対する著作権や特許を簡単になくすことはできないであろう。
リフキンはさまざまな例をあげながら、創造的な協働型コモンズ(a Collaborative
Commons)が時代の趨勢になっていることを示している。さらに、こうした協働型
コモンズの台頭が、ゆくゆくは資本主義の縮小・凋落を招き、市場における交換経
済から、協働型コモンズに基づく共有型経済(the sharable economy)へと転換して
いくと予想している19。そのなかで、IoT は、出現しつつある協働型コモンズの技
術的基盤になるとともに、
「シェアの文化を奨励し(encourage a sharing culture)」
、
共有型経済へのパラダイム転換に貢献すると見ている20。限界費用がゼロに近づき、
知的財産権の価値も縮小すれば、もうけがインセンティヴではなくなり、
「人類の社
会的福祉を増進したい」という欲求に基づく新しいインセンティヴが生まれると予
想している。
リフキンは「資本主義の没落・終焉(the end of capitalism)」の可能性まで予想し
ているが、そう甘くはないであろう。これまでは公共的インフラを提供するのは、
税金を元手にした公共事業であった。近年、グーグルやフェイスブック、YouTube ,
アマゾンなど、私企業がグローバルなインフラを無料で提供している。これらの企
業はしかし、便利なインフラを無償で使用させながら、顧客からたえず膨大なデー
タを収集し続けている。現代のビジネスにおいて、情報こそが勝敗を決するとも言
われている。顧客は貴重なデータをただで提供し続けているとも見ることができる。
現代の新たなコモンズには、こうしたインフラを提供できるものと、それを利用す
るしかない者との格差を埋めることができないという面もあることを見すえておか
なければならない。
しかし、いずれにしてもシェアの文化が広がりつつあるいま、IoT がそれを促進
する技術基盤を提供するとすれば、この趨勢は応用哲学や応用倫理学の重要な考察
対象になるであろう。文化人類学が以前から「分かち合い」こそが人類文化を形成
したと指摘してきたように、
「分かち合いは人間の性質の最良の面を反映している」
21。近代的な私的所有権に基づく資本主義経済の展開がもたらすさまざまな困難な

課題に直面しているいま、
資本主義の効率化を極限まで追求する営みである IoT が、
同時に共有型経済への移行をもたらす、という指摘は興味深い。IoT や IoE（万物
のインターネット）が「グローバルな神経回路網」として地球をとり包み、共有型
経済による持続可能な生存へと人類文化が転換することが期待される。

19
20
21

Rifkin,ibid. p.20, 邦訳 41 頁
ibid. p.18, 邦訳 37 頁
ibid. p.236, 邦訳 368 頁
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３．医療・介護・保健分野におけるビッグデータの利用の現状と今後の予想
なぜいま医療・ヘルスケアのデジタル化なのか
医療・介護・保健分野のデジタル化やデジタルヘルス、モバイルヘルス、そこか
ら生じるビッグデータの利用は、その目的や意図が多岐にわたっている。しかも、
これらは研究開発途上であるため、その成果とメリットはまだ、たぶんに予想と期
待の域を出ない。しかし、これらの研究開発と実用化は今後確実に進んでいく。そ
れゆえ、これらの倫理的・法的・社会的問題の検討に取り組む必要がある。そのた
めにまず、現状とその将来予想について可能なかぎり理解を深めておかなければな
らない。医療・介護・保健分野のデジタル化の意義・メリットとして主張されてい
るものは以下のようにまとめられる。
（１）医療の適正化・効率化
先進各国は、医療の高度化や高齢化などにより増大する医療費の抑制に苦慮して
いる。検査や治療がどれだけ効果的に行われているのかを、費用対効果の面からも
厳しいチェックが求められている。そのためには、個別の疾病ごとの実態や、保健
政策全体を正確なデータに基づいて把握する必要がある。ところが、この分野の営
みは膨大な件数にのぼるため、データの掌握自体が容易ではない。紙媒体のカルテ
（診療記録）やレセプト（医療報酬明細書）は、個別の患者の個別の診療を記録し
たもので、保存期間が終了すれば、廃棄されてきた。近年、これらが電子化されて
きたことによって、集計・解析が容易になり、長期保存も可能な状況になった。こ
れらのデータを有効に活用し、多角的に集計・解析を行い、医療資源の不適切な、
非効率的な使用などを可視化して、医療の適正化・効率化によって医療費の抑制も
可能となると考えられている。
また、一人の患者が複数の医療機関で複数の薬を処方されることがある。現在は
「お薬手帳」などで、薬局薬剤師が薬の相互作用などをチェックしているが、手帳
の紛失や持参忘れも多いため、徹底していない。多剤併用による症状悪化や「残薬」
は日本で大きな問題となっている。
残薬は年間 500 億円にのぼるという推計もあり、
医療資源が無駄にされている。複数の医療機関などに散在する患者データを集約し
て一括管理するシステム22があれば、より有効な疾病管理・服薬管理が可能になる。
薬の相互作用・副作用を回避し、症状の悪化を防止するとともに、無駄な医療費を
削減できる。
（２）実証的データに基づく科学的な医療の推進
臨床のなかで試行錯誤で行われ進化し続けている診断・治療などをデータとして
集約し、これらのデータに基づいて診療を改善し、EBM（根拠に基づく医療）を推

22

現在、地方の薬剤師会や調剤薬局チェーンがお薬手帳の電子化のサービスを独自に展開している。厚生労
働省はこれらの方式を標準化して、お薬手帳の電子化を普及させようとしている。さらに、電子処方せんを導
入するための「電子処方せんの運用ガイドライン（案）」も示された(2016 年 2 月 10 日)。
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進できると考えられている。
（３）予知医療・個別化医療の推進と、医療への患者の参加
病気になる前から病気になる可能性を予測して、予防対策を行い、発症を予防し
たり軽症化するための予知医療と先制医療が提唱されている。このことはとくに、
ゲノム医科学の成果の活用のなかで、強調されてきた23。今後は、ゲノム医科学以
外でも、あるいはゲノム医科学と結合して、デジタルヘルスによる予知医療が展開
してゆく。
患者は通常、発症してから医療機関を受診し、そこでさまざまな検査を受け、診
断される。医師は病院で得られた検査データに基づいて診療する。しかし、患者は
日々の生活のほとんどを病院以外で過ごしている。来院時の問診表やデータだけで
患者の状態を十分に把握できているとは言いがたい。日常生活における経時的なデ
ータによって初めて見えてくるリスクもあるはずだ。近年、装着者の生体データを
測定・記録・送信するモバイル機器が普及して、来院時だけではわからなかったデ
ータが蓄積可能となった。
今後、こうした膨大なデータの解析研究が進むと、例えば、ある遺伝子変異をも
つ人がどのような生活習慣を行うと発症のリスクや症状悪化を招来するのかなどが、
詳細に見えてくる可能性が高い。それらを AI（人工知能）によってリアルタイムで
解析すれば、発症の事前警告をモバイル端末に送信することも可能となる24。これ
は「逆ナースコール」とも言われている。すでにそうしたサービスが始まっている。
いわば、主治医が身体に密着している状態である。バイオセンサーを体内に埋め込
めば、
「人体内主治医」となる。病気を発症する前から，病気の可能性を予知する予
知医療がさらに進み、各人は健康を維持するため、あるいは症状を悪化させないた
めに、日常的に自覚的に医療に参加することになる。デジタルデバイスの発達に伴
い、病院内だけでは見えていなかった、患者のパーソナルデータをどう診察に生か
すかが問われてくるであろう25。
（４）多職種連携 (multiprofessional cooperation) の推進
医療が病院内で完結する時代が終焉し、在宅医療や介護を含む「地域包括ケア」
の時代となった。この理念のもとに、医療と介護をつなぐ多職種連携が求められて
いる。これまでの病院内での患者情報の共有化とは異なる次元での対応が必要にな
っている。患者のデジタル化されたデータを多職種が共有して、切れ目のない医療
23

松田純「遺伝医療と社会―パーソナルゲノムがもたらす新たな課題」、玉井真理子・松田純（責任編集）
『シ
リーズ生命倫理学 第 11 巻 遺伝子と医療』丸善出版、2013 年、1-24 頁
24 Robi Sen「よりスマートな健康管理用ウェアラブル端末を作成する: パート 1 健康管理にウェアラブル端
末とコグニティブ・コンピューティングを利用するメリットを調べる」IBM developerWorks 日本語版、2015
年 10 月 15 日、寺田努「ウェアラブルコンピューティングに基づく健康管理システム」『パーソナル・ヘル
スケア――ユビキタス、ウェアラブル医療実現に向けたエレクトロニクス研究最前線』NTS、2013 年、307-314
頁
25

日経デジタルヘルス『医療ビッグデータ 2016』日経 BP 社、2015 年、53 頁
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ケアを実現するために、デジタルヘルスが必須となってくる。
（５）遠隔医療(telemedicine)
医師同士が患者の病理画像などを共有し診療上の相談・検討を行うという遠隔診
療は既に実施されており、医師法上の問題もなかった。これに対して、医師と患者
の間の遠隔医療は、対面診療を原則とする医師法 20 条により禁止されていた。近
年、厚生労働省が法解釈を一部変更し、その適用範囲をより広く解釈してから26、
遠隔診療が盛んになりつつある。医療機関のない人口希薄地や通院の困難な患者に
対して、Skype などのテレビ会議装置があれば、簡易に行える。さらには、病院に
行かなくても、スマートフォンなどを介した遠隔での診察と医薬品の処方、受け取
りが可能なサービスも始まっている。
欧州の eHealth 構想
医療・ヘルスケアの ICT 化は各国で進められているが、一歩先を行くのは欧州で
ある。EU のもと、国境を越えた医療への対応が迫られることもあって、積極的な
政策を展開している。2011 年３月に欧州指令「国境をまたがるヘルスケアにおける
患者の権利の適用について」(on the application of patients’ rights in cross-border
healthcare)27が制定された。さらに、2012 年３月、欧州理事会（EU 首脳会議）
は「ヨーロッパ 2020 戦略（The Europe 2020 Strategy）」を採択し、2020 年まで
の EU の中期成長戦略を決定した。
このなかに「欧州のデジタル化（A digital agenda
for Europe）
」戦略が盛り込まれている28。これに基づき、EU 加盟国間で規制や制
度を統一し、欧州域内での情報流通を円滑化するためのデジタル単一市場形成に向
けて取り組んでいる。その医療分野の取り組みとして、
「eHealth アクションプラン
2012-2020 21 世紀の保健医療改革」(eHealth Action Plan 2012-2020: Innovative

healthcare for the 21st century )が 2012 年 12 月に採択された。
ICT（情報通信技術）を活用した高齢者支援(AAL）もその医療保健分野での施策
である。
「持続可能なヘルスケアと ICT ベースの尊厳のある自立した生活」を可能
にするため Ambient Assisted Living（AAL 周囲に支えられて生きる）を推進する
という目標が掲げられている。Ambient は「空気のように漂い、周囲を取り囲む」
という意味である。AAL は、
「空気のように漂い、周囲を取り囲んだ ICT システム
の支援による生活」を指す。「空気のように漂う」というところに、押しつけがま
しくなく、そっと見守るという気持ちがこめられている。また、利用者の情報リテ

厚生労働省医政局長通知「情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について」平成 27 年８月
10 日
27 欧州指令 DIRECTIVE 2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9
March 2011. on the application of patients’ rights in cross-border healthcare
28 JETRO ブリュッセル・センター「欧州 2020（EU の 2020 年までの戦略）の概要」https://
www.jetro.go.jp/world/europe/eurotrend/pdf/201004/R3.pdf 参照。
26
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ラシーやスキルを前提とするのではなく、コンピュータが苦手な人にも「空気のよ
うに漂う ICT」サービスをめざしている29。
日本：データヘルス計画
わが国では、「日本再興戦略」
（2013 年６月、2015 年６月改訂）のなかで、医療
分野のデジタル化とビッグデータの利活用が、次のように位置づけられている。
医療・介護・予防分野での ICT 利活用を加速し、世界で最も便利で効率的な
システムを作り上げる。このため、レセプト等の電子データの利活用、地域で
のカルテ・介護情報の共有、国全体の NDB（ナショナルデ ータベース）の積
極的活用等を図る。
特に、
全ての健保組合等に対して、レセプトデータの分析、
活用等の事業計画の策定等を求めることを通じて、健康保持増進のための取組
を抜本的に強化する。
この戦略のもと、すべての健保組合などに対して、
「データヘルス計画」の作成・
公表、事業実施、評価等の取り組みが義務づけられた30。総務省のもとに設置され
た「ICT 超高齢社会構想会議」は、
「スマートプラチナ社会の実現」を提言した（2013
年５月）
。超高齢社会の諸課題を ICT の利活用によって乗り切ろうという提言であ
る。医療・介護・保健などの関連分野での総合的データ連携モデル（スマートプラ
チナプラットフォームの実現）や、ビッグデータ解析による健康づくりモデル、ネ
ットワークロボットやウェアラブルセンサー等を活用した健康づくりなどがキーワ
ードとなっている31。
このようにデータヘルスの大号令が発せられているが、その基盤となるデータべ
ースの整備は容易ではない。例えば、健診などを実施する機関では、特定健診など
のデータを入力する際、被保険者証などの番号を全角文字で入力し、医療機関など
では、レセプトデータを入力する際、これを半角英数文字で入力するなど、不統一
になっていた。そのため、被保険者を同定（名寄せ）できないなどの問題が生じて
いる。会計検査院の指摘によって、ナショナルデータベース(NDB)がまったく活用
されない状況が明らかになった32。
「宝の山」が「宝の持ち腐れ」となっていた。
では、入力方式を統一して改善すれば、うまく行くか？ これについて、次のよ
うな指摘がされている。カルテの記載には、保険請求のために便宜的な病名、いわ
遊間和子「欧州で進む ICT を活用した高齢者支援 Ambient Assisted Living（AAL）」IT 社会展望、第 176
号、第 23 回、http://www.jpc-net.jp/cisi/mailmag/m176_pa6.html
30 厚生労働省保険局「データヘルス計画作成の手引き」2014 年 12 月
31 スマートプラチナ社会推進会議報告書、2014 年７月、http://www.soumu.go.jp/main_content/
000303235.pdf
32 会計検査院が、会計検査院法第 36 条の規定により、厚生労働大臣に宛てた平成 27 年 9 月 4 日付け意見「レ
セプト情報・特定健診等情報データベースシステムにおける収集・保存データの不突合の状況等について」
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/27/pdf/270904_zenbun_01.
pdf
29
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ゆる「レセプト病名」の記入が横行しており、
「全体的に嘘を含んでいる」。さらに、
データ重複、診療業務を効率化するためのコピペ、スキャンした文書の貼り付けな
ど未整理のまま記載されていることが多い。
「電子カルテは“情報のゴミ箱”状態」
で、このデータをもとにビッグデータの解析を行なうのはとうてい無理だという33。
これが実態だとすれば、虚偽の病名に満ちた「情報のゴミ箱」をいくら解析しても、
そこから科学的知見など得られようがないであろう。
また、薬の処方とその効果をビッグデータを活用して検証しようとしても、うま
くいかない。患者が処方どおりに正しく薬を飲まないことがあるからだ。処方箋と
服薬の現実は異なっていて、処方された薬が服薬されないまま「残薬」になってい
る。これで医療資源が無駄にされている。それだけではなく、せっかく有効な薬を
処方されても、
それを適切に服薬しないことで、例えば薬剤耐性がついてしまって、
治癒するまでには長い期間を要したりもする。とくに高齢者の薬の飲み忘れや、初
めから飲みきれない量の処方などが大きな問題である。こうした問題を解決するた
めに、米国のベンチャー企業が「飲み込むチップ」を開発した。錠剤の上に小さな
チップが埋め込まれていて、人が薬を飲むと胃の中でジェルが溶けてチップが起動
し、胃酸を使って電気を発生させ、数メートル離れたところにあるスマホなどのレ
シーバーに向けて、無線でメッセージを送信する。そのメッセージは“薬は飲み込
まれ、患者の胃の中で消化された”ことを意味する34。これが実用化されれば、究
極の服薬管理ができる。残薬の有無も即座にわかるとともに、適切な服薬をした場
合の薬の有効性の検証を正確に行うことができる。将来、ひとり暮らしの高齢者の
服薬管理を、保険薬局や訪問看護ステーションが事務所にいながらにしてできるよ
うになるだろう。このシステムを使えば、新薬の臨床試験の精度もかなり高まるで
あろう。
４．医療におけるビッグデータの利用の倫理問題――患者の権利はどうなる？
ここまで、医療分野のビッグデータの活用の可能性として主張されているものを
現時点で暫定的にまとめ、欧州や日本の国家戦略とその現状の一部を見てきた。も
し、このように主張されている利点があるとしたら、それらを倫理的にどう評価で
きるだろうか。生命倫理学の４原則（自律尊重、無危害、善行、正義）に照らして
みると、下記のような評価になるだろう。
（１）自律尊重の原則：個人がモバイル機器やさまざまなツールを用いて、自
身の病態や健康状態に自覚的に注意を払い、ウェルネスを保持しようと
黒田知宏氏（京都大学医学部附属病院 医療情報企画部・教授）の講演。『医療ビッグデータ 2016』日経
BP、2015、94-95
34 Trillion Sensors Summit Japan 2014 での Proteus Digital Health 社 CTO（ 最高技術責任者）Mark
Zdeblick の講演「飲み込むチップで医療費のムダを削減」2014 年 2 月 21 日、日経デジタルヘルス
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/EVENT/20140221/335521/?ST=ndh
33
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するならば、それは自律尊重の原則にかなうだろう。
（２）無危害の原則：予知医療によって予防や発症の事前警告、副作用の回避、
症状悪化の防止などができるようになれば、無危害の原則にかなうだろ
う。
（３）善行の原則：
（２）によって、より健康な状態を維持できるようなケアや
支援になれば、それは善行の原則にもかなうだろう。
（４）正義の原則：ビッグデータ解析によって、医療資源の無駄を発見し、医
療費を削減し、医療保険体制の持続可能性に貢献できれば、正義の原則
にかなうだろう。
しかし、これと反対の評価もある。デジタルヘルスは予知医療や個別化医療を極
限まで高めようとする営みであることから、医療化のさらなる強化になるという批
判である。これについては詳しくは別稿35を参照願いたいが、要点のみあげると、
次のようになる。
・患者は過剰な情報に振り回されることになる。
・現在の医学における「予後（prognosis）
」とは違う「予測的情報（predictive
information）
」がもたらす弊害

．．．．．
・医療の個別化というけれども、それは「個性の実現」ではなく、標準化と管
．．．．
．．．．．．．．．
理の徹底という意味をもち、標準化による強制にもなりうる
・デジタルヘルスは 24 時間 365 日患者の健康を監視するが、これは健康努力
を押しつけるパターナリズムであり、究極の健康監視社会である。患者は人
間としてではなく、データのかたまりとしてとらえられる。
５．ドイツ倫理評議会公開シンポジウムにおける議論
医療分野におけるビッグデータの利用の試みはいま始まったばかりである。倫理
問題の検討もこれからである。そうしたなかで、ドイツ倫理評議会はいち早くこの
テーマで公開シンポジウム「人間を測る：ビッグデータと健康」を開催した（2015
年５月 21 日、ベルリン）
。これには 500 名以上が参加した。
このシンポジウムでは、とりわけ保健医療分野における倫理的問題に焦点が当て
られ、
（１）医学研究におけるビッグデータの利用、
（２）診療におけるビッグデー
タの利用が検討された。以下において、シンポジウムのなかで何が論点になったの
かを考察する36。

35

松田純、(注)23 の論文、19 頁
シンポジウムでの講演の詳細が、ドイツ倫理評議会のサイトにスライド資料(Präsentation)、音声
(Audioprotokoll)、発言記録文書（Simultanmitschrift）、写真等で掲載されている。
http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/die-vermessung-des-menschen 同評議会のハイ
ネマン委員によれば、シンポジウムをふまえた論集を現在編集中とのことである。
36
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（１）医学研究におけるビッグデータの利用
医学研究の倫理においては、患者や研究対象者のプライバシーと自己決定権の保
護が大原則である。だが、ビッグデータの利用は、これを守りきれない。匿名化さ
れたデータは比較的自由に扱えるというのが、現在の趨勢になっているが、ビッグ
データに基づく研究は、できるだけ多くの情報を集積したくなるし、ICT（情報通
信技術）の進展によって、それを可能にする装置もそなわってきた。個人に関する
詳細な情報が連結していれば、氏名のみを匿名化しても、誰のものかを特定可能に
なる。完全な匿名化は不可能という壁にぶつかる。
プライバシー保護よりも研究の自由が優先される
トーマス・ペトリ（Thomas Petri バイエルン州情報保護庁長官、法学者）は、
シンポジウムの講演37のなかで、EU やドイツのデータ保護法の原則に照らして、
ビッグデータの利用の問題点を表１のようにまとめた。
医療倫理においては、プライバシーを保護するため、患者に関するデータは当該
研究に必要不可欠なものを研究目的に限定して利用するという「データ節約の原則」
がある。これに対して、ビッグデータを扱う研究は、できるだけ多くのデータをさ
まざまな利用連関のなかで活用したいという要求をもつ。それゆえ、データの無制
約な利用を認める「データ最大化の原則」が理想となる。したがって、プライバシ
ー保護よりも認識の獲得の方が優先される。研究の倫理よりも研究の自由が優位に
立つ傾向にある。ペトリはこのように対比した上で、ビッグデータ・プロジェクト
は現在のドイツや EU のデータ保護法と整合しないという警告を発した。
表１
情報保護法の主な原則

ビッグデータ（「純粋形式」における）

誠実にデータを処理する（フェアな加工） データ処理の誠実さはしばしば不明確。
それはとりわけ当事者への透明性にかか
っている
（データを使用する際は）目的によって

実にさまざまな関連で使用される可能性

限定する

がある

必須なデータに限定する（データ節約の

無限定の使用（データ最大化の原則）

原則）
研究の倫理では、研究者は、研究対象者に、研究の意義・目的（研究仮説等）や、
研究にともなうリスク、データの利用方法、研究の公表の仕方等々について、わか
りやすく説明し、対象者がそれに納得し、同意することが求められる。それがイン

37

Thomas Petri, Datenfflut und Datenschutz.同上サイト掲載。
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フォームド・コンセントの原則である。ところが、ビッグデータに基づく研究は、
膨大なデータをスーパーコンピュータによって解析し、未知の相関関係を発見しよ
うとする。そこから何が出てくるのかはわからない。それゆえ、研究対象者に、研
究の意義と目的を明確に示すことができない。
「なんらかの連関が見つかり、貴重な
知見が得られるかもしれないので、ご協力下さい」としか言えない。
現在の研究倫理委員会では、研究計画（プロトコル）において研究仮説が明確で
ないと、研究デザインが熟していないとして承認されないことが多い。ところが、
ビッグデータの研究は、この仮説を明確に示せない。とにかくできるだけ多くのデ
ータを集積して、それを解析すれば、思いもかけない相関が見つかり、それが有益
な科学的な知見につながるかもしれない、という戦略なのだ。近年、注目されてい
る「データマイニング（Data mining）
」は、統計学、パターン認識、人工知能等の
データ解析の技法を大量のデータに網羅的に適用することで知識を取り出す（mine
掘り出す）技術とされている。
新しい科学的知見を発見するためにできるだけ多くのデータがほしいという要求
は、実はゲノム研究のなかですでに生じている。日本における 2014 年の「ヒトゲ
ノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の改正には、かかる要求も反映している。
それゆえ、ビッグデータ利用の倫理問題を考える際に、ゲノム研究の倫理問題をめ
ぐる議論が参考になる。これまでの遺伝学的検査は、単一遺伝病など懸念される特
定の病気の遺伝子に焦点を当てて、その有無を調べる検査であった。検査を実施す
る側は被検者（予定者）に対して、検査によって分かることと分からないことを十
分に説明し、被検者は知る／知らないについての決断ののちに検査を受ける（ある
いは受けない）とするのが基本である。ところが、パーソナルゲノム時代の全ゲノ
ム解析などでは、検査を提供する側にも、何が分かり何が分からないかが事前には
分からないため、被検者が情報を得ることの利点とリスクを、被検者に対して明確
に説明できない。しかも、全ゲノム解析では、知りたい情報と、知りたくない情報
の仕分けもうまくできない。したがって、インフォームド・コンセントのモデルが
通用しない38。これと同じことがビッグデータの解析にも言える。それゆえ、ビッ
グデータ研究では、インフォームド・コンセントが限界にぶつかる。
しかし、従来の研究倫理学の枠にはまらないことを理由に、こうした研究を事実
上ストップさせることができだろうか。紙のカルテ（診療録）の場合は、他のカル
テとつながっておらず、
いかにも患者個人の記録という性格が強い。疫学研究では、
ある視点に基づいて多数のカルテを閲覧し、そこからデータを収集・分析して、全
体的な状況や傾向を探ることになる。電子カルテシステムにおいては、個々の紙カ
ルテの電子化にとどまらず、カルテの枠組みを超えた「総合医療管理システム」と
して機能が充実してきている。デジタル化されているため、さまざまな視点からの
38

松田純(注)23 の論文、8-9 頁
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検索や解析などが可能である。そこに、患者にとっても有益な「宝」がうずもれて
いる可能性があるなら、それらを病気の治療や、副作用の低減や、ケアの向上など
に有効活用してほしいとの要望も当然出てくる。後述するように、患者会が、医療
に関係するデータを難治性疾患の克服やケアの改善に活用するという運動を自ら展
開する状況も出てきている。
新たな技術的基盤が形成され、新たな研究手法が開発されてくるなかで、たとえ
研究仮説が漠然としていても、探索的な基礎研究として、被検者がその研究の意義
を理解し、納得できるならば、インフォームド・コンセントに基づいて、個人に関
わる情報を提供し、研究に協力するということはありうる。本人の自発的同意に基
づく協力ならば、インフォームド・コンセントの原則にかなうことは言うまでもな
い。それは、探索的な研究として、これまでもすでに行われてきた。
（２）診療におけるビッグデータの利用――伝統的な医師・患者関係との比較
患者の秘密を守ることは、ヒポクラテスの誓い以来、医療倫理の基本である。ビ
ッグデータ研究は、これに照らして、どんな特徴をもつであろうか。これについて、
トマス・ハイネマンが、上記シンポジウムのなかで「データレコードとしての患者
――ビッグデータという文脈における医師・患者関係」という講演を行った39。ハ
イネマンは、まず医師・患者関係を次のような特徴をもつ特殊な空間と捉える。
医師・患者関係いう特殊な空間の特徴
１）医療行為の必要性（医学的適応）と医師の責任
２）患者のウェルネスのために貢献する義務
３）患者の同意・自律尊重、インフォームド・コンセント
４）患者の秘密を守る
「医師・患者関係」という一語のなかには、上記のような信頼関係と保護空間が
記述されている。この特殊な空間のなかで医師と患者の二人が出会う。家族や世話
人（後見人）や看護師などが立ち会う場合もあるが、通常は医師と患者しかいない40。
医師・患者関係がこうした閉ざされた空間であることを保障することに、医師は責
任がある。これに対して、ビッグデータの利用は、医師・患者関係の倫理や職業倫
理に背反する、とハイネマンは指摘する。なぜなら、医師・患者関係はプライバシ

Thomas Heinemann, Der Patient als Datensatz. Zum Arzt-Patient-Verhältnis im Kontext von Big Data.
ドイツ倫理評議会シンポジウムにおける講演のスライド資料と発言記録（Simultanmitschrift, S.97-101）注 36 のサイト掲載。トマス・ハイネマンはドイツ倫理評議会委員、ファレンダー哲
学神学大学教授。内科医、分子生物学、哲学・倫理学。
40 日本では、診断結果などを伝える時に、当たり前のように、家族が同席するが、ドイツでは、配偶者の同
席についても患者本人の意向を確認するという。
39
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ーが保障された閉ざされた空間ではなくなるからだ。現実空間とサイバー空間とが
融合し、どこまで拡散しているか見通せない。どこにデータがあり、誰がシステム
の管理者か、誰が全体を見通せるのか、これらが明確ではないからだ、という理由
である。
医療ビッグデータについて、ハイネマンはさらに次のような問題点を指摘した。
・情報の量が膨大になり、
「情報過多(Überschussinformationen)」となる。

・情報の質も問題だ。非医学領域のデータを医療目的に使用することになる。
・ビッグデータの解析によって得られるのは、因果関係ではなく、相関関係に
とどまる。相関関係を簡単に因果関係にすりかえることはできない。それは
西洋近代医学の病因論に反する。
・人工知能が発達すると、それが医師に代わって自動診断する41。将来、医師
の役割はどうなるのか。アルゴリズムが治療の機能と、それに不可欠な規範
的な機能を引き受けるのか？
・患者がデータのかたまり(Datensatz)と化する。医師はデータとコミュニケー
ションし、患者とコミュニケーションしなくなる。
・デジタルヘルスは 24 時間 365 日患者からデータを発信させ続ける。それに
よって、患者をデータに固定し、しばりつけることになる。
このようにハイネマンは、医学研究と診療の両面におけるビッグデータの利用の
問題点を指摘した。彼はまず、医師と患者の１対１の関係、プライバシーが守られ
た閉ざされた空間を医療倫理の原点にすえて、ビッグデータの利用がもつ問題点を
上記のように指摘した。しかし、他の参加者からは、これがあまりにも古典的で、
現状にも合っていない、新しい可能性への道を閉ざすものと受けとられ、講演後の
討論は白熱した。ハイネマンも討論のなかで、自身が提示した医師・患者関係があ
くまで「理念(理想)型」であり、倫理的規範のモデルであることを認めざるをえな
かった。
ハイネマンの講演とその後の討論のなかから何が見えてくるかを考察してみる。
医師・患者関係はたしかに医療倫理学の原点である。医療におけるビッグデータと
いう新しい事態をこの原点に照らすことで、新事態の特徴と問題点を浮かび上がら
せるという点で、ハイネマン講演は効果的であった。しかし、＜医師と患者の１対
１の閉ざされた関係＞というのは、ハイネマンも認めたように、まさに純粋な「理
念(理想)型」である。今日の医療は医師だけで担われているのではなく、病院でも
多職種連携、チーム医療が常識となっている。さらに、医療が病院だけで完結する
クイズ番組でチャンピオンを破って有名になった IBM Watson は医療応用が進められ、医師の診断をサポ
ートするようになった。武田浩一「IBM Watson プロジェクトは『医療』から始まった」および元木剛「IBM
Watson の医療応用はここまで来た」、日経デジタルヘルス『医療ビッグデータ 2016』日経 BP 社、2015 年、
104-113 頁参照。
41
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時代が終わり在宅医療の時代を迎えたいま、介護職も含めた多職種連携による「地
域包括ケア」がめざされている。他のシンポジストからも、退院調整のなかで、在
宅医療を担う在宅医や介護職とのカルテ情報の共有などの必要性と有効性が指摘さ
れた。＜医師と患者の１対１の閉ざされた関係＞というのは、現状においてすでに
終わっているのではないだろうか。おそらくわれわれは従来の医師・患者関係を原
点とする医療倫理学を超えて、医療の構造転換に立ち会っている。新たな技術的可
能性とそれがもたらす構造転換とどう向き合うのかを問われている。それがデジタ
ルヘルスとビッグデータの時代がわれわれにつきつけている課題であろう。
6．新たな構造のなかで情報のコントロール権をどう確保するか？
伝統的な医師・患者関係から、プライバシー保護と患者の権利を主張するだけで
は、新しい動きの意義をとらえそこねるであろう。患者は医師からの説明だけでは
なく、自分の病気についていろいろ調べたりする。患者が図書館などで医学書を読
みあさるということは以前からあった。インターネット時代になって、病気につい
ての情報、しかも医学的にも信頼度の高い情報も簡単に入手できるようになった。
メールや SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）などを介して、患者どうし
の情報交換の機会も増えている。こうした新しい患者の運動の意義にも注目する必
要がある。ジェリミー・リフキンはそれを次のようにとらえている。
何百万もの人々が、自分の病歴や現在の病状についての詳細な個人情報をオー
プンソース化し、症候や診断、治療などの情報をシェアしたり、治療法を見つ
けるための研究で協働したり、互いに慰めや癒やし、励ましを与え合う支援団
体に参加したり、権利擁護団体の先頭に立って、保健医療分野のあらゆる面で
医療や保健の前提や慣習を見直すよう、政府や保険会社や医学界に働きかけた
りもしている。……保健医療コモンズが市場経済に匹敵するほどの巨大な勢力
となり、従来の医学理論や保健医療実践を揺るがしつつあり、そこで患者たち
は自らの擁護に立ち上がっている。
伝統的に医師と患者の間の私的関係、すなわち、医師が診断を下し、受け身
の患者はその指示に従うという関係だった保健医療は突如として、分散型・水
平展開型でピアトゥピア(peer to peer)の関係に姿を変えた。そこでは、医師や
研究者などの保健医療提供者と患者が、オープンネットワーク化されたコモン
ズで、患者のケアや社会の保健衛生を推進するために協働している42。
peer to peer とは、接続されたコンピュータ間に上下関係が存在しないネットワ
ークの形態である。こうしたツールを患者自身が自在に扱うようになって、医療は
42

Rifkin,ibid. pp.240241、邦訳 375 頁
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患者参加型へと大きく変化しつつある。日本の厚生労働省もこうした運動の意義を
認め、平成 24-25 年度の難治性疾患等克服研究事業として、
「患者および患者支援
団体等による研究支援体制の構築に関わる研究」に厚生労働科学研究費補助金を支
出した。これの研究代表者は特定非営利活動法人 ALS／MND43サポートセンター
さくら会の橋本操理事長であった。患者会の代表が厚生労働科学研究費の研究代表
者になるのは初めてのケースだった。
さらに、リフキンはこう続ける。
患者主導の保健医療は、自分の病状がどういった病気に該当するのかを突きと
めようと、
その症状についてインターネット上で検索する人が増えるにつれて、
自然発生的に始まった。患者たちはウェブ上で同じような病状の人に出会い、
情報をシェアするようになった。……さらに、医師に指示された治療に納得で
きず、別の治療法について知りたいと考えて、同じような不満を抱いている患
者を探す人々も現れた。また、特定の薬の副作用についての情報を比較する人
も出始めた。現在の治療法では不十分、あるいはそもそも治療法が存在しない
慢性疾患や致命的な病気を患う人々は、治療の可能性を求めて結束しつつあっ
た。
とりわけ積極的な人々は、
物心両面から互いに支え合う団体を結成したり、
自分たちの病気に世間の注目を集め、治療法の研究により多くの公的資金を求
める支援組織を発足させたりした。今日では、保健医療や公衆衛生の向上を求
めて、数多くのソーシャルメディアのウェブサイトで何百万もの人が関与し合
い、互いに支え合い、助け合っている44。
このように、病気についての情報を患者たちが自ら共有する新しいうねりが世界
中で起こっている。患者ポータルサイトとして世界的に有名なのが、オンライン患
者コミュニティ“PatientsLikeMe”（ペイシェンツライクミー）45である。日本で
も、患者支援団体などが主体的に難病研究を支援するための体制構築に向けた取り
組みと研究を始めている46。垂直・密室型の医師・患者関係から分散型・水平型・
オープンリソースとしての医療情報へという大きな転換がすでに起こっている。こ
れらを、従来の医療の枠を超えた患者の権利の拡大として受けとめるべきであろう。
伝統的な医師・患者関係の規範からのみの評価では、患者側からの主体的な研究参
加や研究支援という新たな運動の意義をとらえそこなうことになる。

ALS／MND＝筋萎縮性側索硬化症/運動ニューロン疾患
Rifkin,ibid. pp.241、邦訳 375-376 頁
45 https://www.patientslikeme.com/
46 例えば、さまざまな患者会と医師や厚生労働省などが協力して、WE ARE HERE という患者ポータルサイ
トを立ち上げた。https://nambyo.net/ これは上述の厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等克服研究事業に
よって実現した。
43
44
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したがって、いま問われているのは、医療を閉鎖的な医師・患者関係に終わらせ
ず、関係者が有益な情報を共有しつつ、医療・ケアの質を向上させ、患者のウエル
ビーングに資することである。そのためには、研究やデータのシステムの透明性と、
患者の自己情報コントロール権を確保しつつ、自発的な提供に基づくヘルスケア情
報をオープンリソースとしてどう構築するかがポイントになる。
リフキンはそれを、
「透明性とプライバシー権の間に適切な均衡が確保されなければならない」と表現
している47。
次に、自己情報コントロール権を確保しつつヘルスケア情報やビッグデータを利
活用する方式として提案されている二つを紹介する。
（１）集めないビッグデータ
プライバシー保護の点で優れているのは橋田浩一氏が開発した「個人生活録」
（PLR：personal life repository）という方式（図 3、4）である。これは中央集中
管理型ではなく、個人主導でデータを分散管理するサービスである。医療記録や介
護記録や購買履歴などの情報は、通常、サービス事業者などが多数の顧客のデータ
をまとめて集中管理する。この方式では、インフラや管理コストが大きいだけでな
く、情報漏洩のリスクや個人が自分のためにそのデータを活用できないといった難
点がある。

図３48 PLR による介護記録等の

図４ PLR に基づく地域包括ケア

データの個人管理と共有
これに対して、PLR では、個人は自身の生活記録などを自動的に暗号化してクラ
ウド（Google Drive や Dropbox など）に格納し、その情報を共有してほしいと自
らが考える人（例えば、病院の主治医、在宅訪問医、訪問看護師、介護事業所等々）
Rifkin,ibid. p.77、邦訳 119 頁
記者会見開催のお知らせ「地域包括ケア等の基盤となるヘルスケアデータの本人管理に関する実証を開始
――自分のヘルスケアデータを自ら管理・活用出来る世界初の仕組み」会見日 2015 年 9 月 9 日
http://www.sict.i.u-tokyo.ac.jp/news/pr_20150909_hasida.pdf
47
48
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にのみアクセス権を与えて、ケアなどに必要な情報を活用してもらう。この「自律
分散協調ヘルスケア」のシステムは、集中管理型にくらべて、はるかに安価で便利
で、情報漏洩のリスクが圧倒的に低いというメリットがある49。情報が一気に漏洩
しても、１人分の情報しかないため、そもそもデータを盗むメリットがほとんどな
いからだ。この PLR が倫理的に優れている点は、自己情報についての自己コント
ロール権が理念においても、実際の操作においても貫かれていることである。これ
は、ウエアラブル・センサーを用いて個々の健康管理情報を管理し、個人による自
発的な健康管理を行う場合にも活用できる。
（２）
「代理機関」
内閣官房 IT 総合戦略室は 2015 年 12 月に「医療・健康分野などの各種データに
ついて、本人同意に基づき個人の情報を収集・管理し、各種サービス事業者や研究
機関による各種サービスの質の向上等につなげるために、収集手続の簡略化を許す
とともに、代理機関（仮称）の設置について検討し、……必要な法制上の措置を講
ずる」方針を打ち出した50。

図５ 代理機関（仮称）の位置づけ
橋田浩一「個人データの本人管理に基づく自律分散協調ヘルスケア」、Japio YEAR BOOK 2015 寄稿集、
2015、256-258 頁. http://www.japio.or.jp/00yearbook/files/2015book/15_3_01.pdf
50 内閣官房 IT 総合戦略室「情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会中間整理」平成 27 年 12 月 22
日
49
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2015 年の個人情報保護法の改正により、病歴等が含まれる個人情報などが「要配
慮個人情報」として位置づけられ、本人同意を得ない第三者提供の特例（オプトア
ウト）が禁止される。つまり、本人同意を得て取得することが原則義務化される。
これの特例措置として、国が認定する代理機関が、複数の医療機関から患者の実名
データを収集・匿名化し、
「匿名加工情報」として研究機関や製薬企業などの第三者
への提供を可能にする制度を創設するという方針である（図５参照）
。代理機関につ
いての詳細は今後の法案で示されるが、医療保健系の学会なども代理機関になって
いく可能性がある。例えば、IT ヘルスケア学会は 2015 年 5 月に、任意団体から一
般社団法人となったが、この主眼のひとつは、同学会が公益性の高い団体として、
検診（データ収集）やデータ管理において主導的な役割を担うことにある。同学会
はそれをも視野において、健康情報の保全・流通についてのガイドラインの作成に
取り組んでいる51。代理機関がプライバシー保護と情報セキュリティを万全にして、
ビッグデータの有効活用を推進できるかが焦点になるだろう。
政府は、2015 年のマイナンバーの導入に続いて、医療・保健・介護分野の情報に
個人番号を付与する、いわゆる「医療等 ID」を 2018 年度から段階的に運用を始め、
2020 年の本格運用を目指す方針を決定した。医療等 ID の利活用のための適切な規
則化が求められる。
まとめ
世界はいま IoT やビッグデータの活用によって「スマート社会」へと向かおうと
している。
「スマート社会」のなかで，みんなが smart に（賢く）なれるのかが、
問われている。この新しい科学と技術と方法は，うまく使いこなさないと，反スマ
ート社会になりかねない。
IoT は、モノの連関と社会に対する人間によるコントロールを極限まで高めよう
とする営みである。
これによって、
モノの連関が巨大な人工知能をもつことになる。
モノの自律的運動に人が従属したり、巨大な人工知能によって人間が支配されるよ
うな事態を避ける必要がある。IoT の基盤をなす CPS（サイバーフィジカルシステ
ム）において、サイバー空間はあくまでモデル化されたものである。モデルそのも
のが現実と合わなくなったとき、
その修正も AI によって可能という言説もあるが、
不適合をしっかり認識しモデルを改善するところで人間の認識が発揮されなければ
ならないと思う。
医療分野でのビッグデータの活用には大きなメリットもある。これによって、こ
れまで見えていなかった全体像が容易に概観でき、データに基づく医療や保健政策
を確信をもって展開できる可能性も拓ける。しかし、データ至上主義に陥ってはな
IT ヘルスケア学会第９回大会（2015 年 6 月）における同学会代表理事の水島洋氏による講演。日経デジタ
ルヘルス『医療ビッグデータ 2016』、136-137 頁
51
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らない。これまでも、EBM（根拠に基づく医療）に対して、NBM（ナラティヴに
基づく医療）が対置されてきた。患者の QOL は患者の主観的満足度であること、
治療の成果は「患者が報告するアウトカム（PRO：Patient Reported Outcome）
」
によって検証されなければならない。医療職・介護職は「まずデータありき」では
なく、個々の患者・利用者としっかり向き合い、
「全人的ケア」に徹することが必要
だ。
医療に関する機微な情報の扱いもきわどい領域へと入っていく。私的領域のほぼ
完全な消滅となるような究極の監視社会を回避しなければならない。
じつに多くの課題があるが、進行しつつある大転換を見すえ、医療をめぐる構造
転換のなかで「患者の権利」をとらえ直す作業も必要になってきた。
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