
概要
財務上のプレッシャー、規制、
イノベーション、顧客の期待が、
2.8 兆米ドル規模の米医療業
界に変化を迫る中、市場の概
要を明らかにする。

Top health industry  
issues of 2015
ヘルスケア業界の展望
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出典：HRI Consumer Survey, PwC, 2014

医療製品またはサービスの購入に関する判断で、最も重要な要因は次のどれですか。

図1：医療製品・サービスの購入判断において、価格と顧客による評価が
最も重要
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序文

　インターネットの利用、患者中心指向、
イノベーションがかつてない勢いで高まり、 
2.8 兆米ドル規模の米国医療業界は、根
底から変わろうとしている。医療保険改革
法（ACA: Affordable Care Act）が業界全
体に影響を与え続け、小売やハイテクなど
さまざまな業界から医療業界への新規参入
企業が現れ、揺さぶりをかけることになる。 
ワンクリックサービスが浸透した他業界と同
様に、医療業界においても、真に患者を中
心とした市場が 2015 年には徐々に形成さ
れていくことになる。

　それをけん引するのは患者。自身の治療
に関し、費用負担が増える一方で、治療に
係る決定権を握るようになる。もはや患者
は、医師の診察を受けるだけでは満足しな
い。医療センターでの診察を終えた瞬間に、
電話などで診断結果を確認できるというよう
な期待がますます高まってくる。

　医療業界においても、顧客へ直接販売
する製品・サービス（ウェアラブル機器や 
モバイルアプリのみならず、医療保険といっ
たものまで）の開発が進んでいる。また、
より大きい医療費を要する患者に関し、革
新的で費用対効果の高い治療法の考案に取
り組んでいる企業もいる。米国では、Payer
は ACA を通じて新たに医療保険に加入した
約 1,000 万人を考察し、競争力強化につ
なげている 1。

　テクノロジーと共に成長してきたミレニア
ル世代は、「医療」給付の拡大を経営陣に
求めてきている。業界のノウハウを有する
医療関連企業においては、新製品・新サー
ビス開発に向け、テクノロジーを補完する
企業探しのニーズが増えてきている。また、
イノベーションとテクノロジーにより、製薬
会社や医療機器会社のみならず行政まで、
ますます透明性が求められることになる。
臨床試験においても、データへのアクセス
が容易になれば、新たなアプローチが生ま
れてくることになる。

　2015 年には、その先の未来がより鮮明
な形で見えてくるようになる。これまで以上
にデータ共有と透明性が進展し、プライバ
シーと利便性のせめぎ合いが激化すること
になる 2。テクノロジーの進歩によって、新
たな規制の枠組みができたり、ルールがよ
り明確化されてくる。また、国や医療機関は、
誰がどこまでできるかという医療実務範囲の
規制見直しを迫られ、医師以外の医療従事
者が担当できる臨床業務範囲が広がってく
ることになる。

　こうした新たな問題に取り組むのと同時
に、一方で、再入院率の低減や医療データ
の統合といった直近のニーズにも応えていく
必要がある。医療機関や医療関連企業の多
くは、テクノロジーの進歩に伴う変革と直近
のニーズ対応の 2 つを対応していかなくて
はならない。

　毎年秋、HRI（PwC Health Research 
Institute）は、ヘルスケア業界の課題につい
て、米国で 1,000 人のアンケート調査に加
え、専門家へのインタビューを実施している。
2015 年については、以下の結果が明らか
になっている。

• 医療データの保護については、依然とし
て関心が高い 
データ漏えいが頻繁にトップニュースに
なる中、調査回答者の 68% がスマート
フォンの医療アプリに保存されたデータ
のセキュリティが心配であると回答し、
76% が医療データのセキュリティを懸念
していると回答した。

• 規制当局が透明性の向上を求める中、
製薬企業から医師への支払いが開示され
てきたが、患者がどのように受け止める
かは一様ではない 
規制当局と患者からのこのようなプレッ
シャーが増すことを受け、業界は透明性
の向上に備える必要がある。

• 患者の多くは、医師以外の医療資格保
持者による業務範囲の拡大を許容する 
調査回答者の 75% が HRI に対し、ナー
スプラクティショナー、医師助手などの医
療資格保持者による広範な医療サービス
の実施について抵抗がないと回答した。

• 医師は DIY（Do-it-yourself）医療製品・
サービスに関心を抱いており、関心の強
さは患者以上とも思われる 
尿検査機器を自宅で使う意思があると回
答したのが患者の 5 分の 1 であるのに対
し、医師の半数が、そうした在宅機器で
測定したデータを使って薬剤処方や診察
の必要性を判断すると回答した。

• ミレニアル世代は、医療給付よりもワーク
ライフバランスを重視する 
このような考え方の変化により、雇用主
は給付戦略を見直し、社員にとって魅力
があり、報われていると感じるような新た
な方法を整備する必要に迫られる。

　ヘルスケア業界の変革に伴い、医療機
関や医療関連企業は、生き残りと成功に向
け、透明性を高め、インターネットを活用
し、患者中心の未来の中での役割を十分に
理解し、柔軟にかつ英知ある対応をしてい
かなければならない。2015 年に入り、すで
に現実になってきている。米国では、病院
と医療における顧客満足度が劇的に上昇し、
HRI が調査を開始して初めて銀行に次いで
2 位にランクインした 3。2.8 兆米ドルの米国
医療費を含め、状況は変化している。2015
年、ヘルスケア業界は拡大する新しいヘル
スケア経済への適応を余儀なくされるため、
この変化を深く受け止めることになる。
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DIY（Do-It-Yourself）ヘルスケア1
　2015 年、技術革新や利便性の追求、医
療費削減を求める圧力により、家庭用医療
キットが米国の医師や患者の間で急激な広
まりを見せている。それに連携し、テクノロ
ジー企業は、バイタルサインのモニタリング、
血液・尿の分析、服薬順守の追跡などを行
う直感的に操作できるモバイル医療機器や
アプリの開発に努めている。

　新医療経済では、ハイテク家庭用医療
キットは、病気の初期兆候を警告し、診断
に役立つ。そうすることで、自宅近くで回復
とリハビリを行い、病院側の負担を補うこと
が可能になる。それらのおかげで、患者は 
自分の医療を自分で管理でき、個人医療計
画の共同作成者になることさえ可能になる。
また、医師はコストを抑えた医療環境で患
者をモニターでき、遠隔地からでもモニター
が可能になる。

　2015 年には、非侵襲的検査法で 16 種
類の病状を診断し、5 種類のバイタルサイ
ンをリアルタイムで測定できる家庭用医療
機器を開発する国際的なコンテストである 4

賞金総額 1,000 万米ドルの「Qualcomm 
Tricorder XPRIZE」の決勝ラウンドが行わ
れる。2014 年 初めから 10 カ月の間に、
Food and Drug Administration(FDA) は、
Vital Connect が開発したバイタルサインの
遠隔モニタリングを可能にする使い捨てバ
イオセンサー装置を含む 24 種類のデジタ
ル医療機器を承認した 5, 6。2015 年にはさ
らに多くの機器が判定を待っているところで
ある。

　Vital Connect の Nersi Nazari CEO は、
「当社の目標は、 患者が医師のもとで検
査を受ける時にこの装置を装着することで、
HIPAA を順守したシームレスで安全なデー
タストリーミングを確保することである」と述
べている。この装置の出荷は 2015 年に始
まり、心臓病患者と臨床試験を対象に提供
される。Vital Connect は心拍数、心電図、
呼吸数、体表温度、活動、姿勢を記録する
装置で、患者の居場所に関係なく、医師と
患者を連携することを意図している。

　HRI の調査結果によれば、医師は患者 
よりもこれらのツールの使用を受け入れる傾
向が強いと思われる。患者の 5 分の 1 が 
在宅尿検査機器を使用する意思があると回
答した。一方、医師の半数が、そうした機
器で測定したデータを使って薬剤を処方す
る、もしくは診察の必要性を判断すると回答
した 7。医師の 20% が、栄養と減量に関す
るモバイル医療アプリをすでに「処方」して
いると回答した 8。また、90% 近くの医師が、
これらの患者用機器・アプリが今後 5 年で
診療に重要になると回答した（図 2 を参照）。

今後の見通し
• 病院やその他介護サービス提供者は、

患者を惹き込むために DIY ツールを導
入するべきである。リスクベースの医療
費償還環境では、こうした最新ツールが
アウトカムベースの医療費償還モデルを
サポートするために一連の治療を通じて
測定可能なデータを提供することで、恩
恵となる可能性がある。一方、治療の進
歩につながらない、または分析が難しい
余分なデータ層を増やすだけであれば、
失敗する可能性もある。医療文化は、知
識のある患者に関与してもらい、医師が
有用なリアルタイムデータを得る代わり
に監督権の一部を放棄することを促すよ
うシフトしなければならない。

• 医療情報技術システムには、家庭用医
療機器を含む多数の情報源からのデー
タストリーミングを処理するための安全
でオープンなプラットフォームが必要で
ある。

• 支払者は、良好なアウトカムをもたらす
ために、医師の関与が最低限に抑えられ
るようなアルゴリズムから導きだされた治
療の知見に対して報酬を与える方向に移
行すべきである。

• 新規参入企業と従来の医療従事者は、こ
れらの技術開発と商品化のために協力す
るべきである。「アプリフォーミュラリー」、
スマートフォン対応プラグイン、直感的機
器は、1960 年の処方箋つづりと同様に、
医師にとって重要になる可能性がある 9。

出典：HRI Clinician Workforce Survey, PwC, 2014
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　2015 年、デジタル医療機器企業がさらに
高機能な mHealth 製品を求める消費者の要
望に対応するようになり、FDA は史上最多の
モバイル医療アプリを審査することになる。
最新データによれば、FDA はこれまで 10 年
以上にわたりモバイル医療アプリの規制を行
い、約 100 点の製品を承認してきた 10。

　高機能な臨床で使用されるアプリは、医
療において消費者が望む利便性を提供でき
る。消費者の中には、自ら率先して行動を
起こし、糖尿病の子どもの血糖値を遠隔モ
ニターする機能など、自分たちの欲しい機
能が装備されていない従来の医療機器から
離れる人さえいる 11。

　市場の転換により、デジタル医療機器企
業は規制関係のノウハウを強化する必要が
あり、開発者は「自社製品は規制当局の審
査を必要とするか」という予備的質問に答
える必要がある。一方で、審査を必要とし
ないものもある。ただし、規制当局による
承認証が役立つ場合もある。

　FDA の mHealth アプローチに従い、当
局は「モバイルアプリが意図したとおりに機
能しなかった場合、患者の安全性に危険を
及ぼしかねない医療機器とその機能」の役
割を果たすアプリを監督する 12。

　どのような要因により FDA の監督と承認
が必要になるかを理解することが、企業の
成功の鍵を握る。承認の取得が義務付け
られる機器を明確にするために、FDA は

2015 年に追加ガイダンスを公表すると思
われる。米国議会は、リスクベースの規制
枠組みを求める企業に対応し、より秩序だっ
た規制枠組みを整備するべきかどうかを討
議している 13。

　FDA の審査手続きには費用と時間がかか
る。規制当局による承認を必要としない製
品は市場への参入が容易で、費用もそれほ
どかからない。そのため、FDA の承認を待
つということは、製品をイノベーション過程
のごく初期の状態に停滞させ、技術分野で
製品発売後の更新および改善に効果を上げ
てきた「発売してから修正」という戦略を
妨げる。

　一方、規制当局による承認は製品の正当
性を手助けし、成功確実で持続性のある収
益モデルを構築するために価値を証明する
可能性もある。医療用アプリ市場には 5 万
点の無料またはほぼ無料の製品があふれ、
飽和状態である 14。

　2.8 兆米ドル規模の米国医療経済のシェ
アを獲得しようとする企業は、医療費償還
戦略に注目する必要がある。そうした企業
は診断・治療能力を備えたインテリジェン
ト製品を設計すべきであるが、それこそま
さに規制当局による審査を必要とする特徴
である。FDA の承認を受けた医療用アプリ
を使い、放射線科医師はスマートフォンで
画像を表示することができ、心臓専門医は
患者の不整脈をモニタリングすることがで 
きる 15。

今後の見通し
• 規制当局による承認は、競争の激しい分

野で他社との差別化を図れるという点で、
競争優位をもたらす可能性がある。HRI
消費者調査の回答者の 20% が、モバイ
ルアプリの使用を決定するために FDA の
承認がとても重要だと回答した 16。同じく、
医師の 26% が、処方アプリを決定する
ために FDA の承認が最も重要だと回答
した 17。

• 消費者と医療提供者は、処方集アプリま
たは薬剤アプリから恩恵を受ける可能性
がある。アプリも薬剤と同じように、低リ
スクの市販アプリから処方箋を必要とす
るハイリスクのアプリまで分類することが
できる。すでに同様のサービスを提供し
ている国もある。英国の国民医療サービ
スは、国民がアクセスできる 200 種類
以上の「安全で信頼できる」アプリの公
共データベースを運用している 18。

• 製品開発と規制関係の専門知識を結び
つけるパートナーシップは、成功のため
の最も確実と思われる方法かもしれな
い。そのため、薬剤と機器のメーカーは
規制当局への対応について数十年の経
験を持ちテクノロジー企業やソフトウェア
企業に役立てることができる。一方、製
造企業、特に製薬会社には、テクノロ
ジーに精通した消費者が魅力を感じるよ
うなデジタル医療プラットフォームの開
発・展開の経験があまりないものと思わ
れる。

モバイルアプリから医療機器への
飛躍2

図3：モバイル医療アプリは習慣的な医療の一部になっていく

今後5年以内に、モバイルアプリが患者の
健康管理のために医師にとって重要になる
と回答した臨床医の割合

 86% 
回答者が使用していたモバイル医療アプリの
上位4位 

23%

18%

18%

18%

出典： HRI Clinician Workforce Survey, PwC, 
2014、HRI Consumer Survey, PwC, 2014

健康情報／教育 

運動

ダイエット／減量

健康的な食事



4 PwC

プライバシーと利便性のバランス3
　2014 年夏、医療機関のプライバシー侵
害で、500 万人以上の患者の個人データが
漏えいした 19, 20。医療記録には個人、財務、
医療などのデータが含まれるため、このよう
な情報は窃盗の格好のターゲットとなり、闇
取引では医療記録 1 点が 1,300 米ドルで
取引される 21。

　データ漏えいは、高い代償を伴う可能性
がある。最近では、小売業者数社が、デー
タ漏えいによる損害賠償のために、おのお
の 2 億米ドル近くを支払っているケースが
あった 22。それとは裏腹に、消費者は自分
のデータにワンクリックでアクセスする利便
性を求めている。2015 年には、データの
プライバシーと利便性のせめぎ合いが激化
することになるだろう。

　Kaiser Permanente の Execut ive 
Director で、医療保険の相互運用性と説
明責任に関する法律（HIPAA）のセキュリ
ティプログラムを監視する Bryan Kissinger
は、「医療情報の特殊な点は、それが個人

情報窃盗に格好の機会を提供することだ」
と述べている。盗まれたデータは、金銭的
利益のためだけでなく、他人になりすまし、
医療サービスにアクセスすることができると
Kissinger は述べている。

　プライバシーと利便性の間で適正なバラ
ンスを保つことは難しい。2014 年の HRI
消費者調査では、回答者の 65% 以上が、
画像、検査結果、医師の診断書、診断、
処方箋へのデータセキュリティの方がアク
セスの利便性よりも重要であると回答した。
フィットネスのデータについては、その逆の
結果になった（図 4 を参照）。

　過去 5 年間を振り返ってKissingerは、「モ
バイル機器を使って、リアルタイムに自分の
データにアクセスしたいという消費者が増え
ている。アクセスの利便性を求めることで、
医療データを安全な方法で提供することが
ますます重要になる」と述べている。

　消費者は、医療データを共有することに
価値があることがわかれば、自ら共有する

可能性はある。調査回答者の半数以上が、
医療連携の改善が図られるのであれば、自
ら医療データを共有すると回答した。また、
リアルタイムの意思決定をサポートするので
あれば、医療データを共有するという回答
は半数近くに達した。

　この情報の大半が「クラウド」に保存さ
れることになり、アクセスの利便性という点
では重要であるが、サイバー犯罪に対して
は脆弱とも思われる。

　そのため、実現のハードルは高い。消費
者の 56% が、自分の医療情報のプライバ
シーとセキュリティに関する懸念があり、病
状について何もかも医師に話すか否かの判
断に影響を与えると回答した。また、回答
者の 51% は、臨床試験へ参加するための
意思決定に影響を与えると回答した。

　患者や消費者が医療情報の共有や研究
への参加を躊躇するのであれば、サイバー
犯罪の脅威は医師と患者のコミュニケーショ
ンと製薬研究を阻む障害になりうる。

　データ漏えいをきっかけとして、個人医療
データの保護と所有権に関する議論が再燃
することになるだろう。2015 年の PwC に
よるグローバル情報セキュリティ調査では、
昨年、全企業の 25% 近くから 50 件、もし
くはそれ以上のセキュリティインシデントが
検出された 23。サイバーセキュリティ対策と
して、消費者が欲しい、非公開かつ安全で
アクセスしやすい医療データについてフォー
カスしなければならない。

今後の見通し
• 内部と外部の脅威に目を配る。引き続き

内部からの侵害を内部システムで見張る
べきだ。そして、サイバーセキュリティ担
当者を増員し、外部からの脅威に対する
技術的防衛戦略を策定するべきである。

• データを熟知し、適切な利用者に許可を
有効にするべきだ。なぜなら、多くの企
業が収集する情報全部を把握せず、デー
タを収集する医療機器の目録を常に備え
ていない。業務と具体的な消費者ニーズ
を改善するために企業が講じる対策に基
づき、集まるデータに対する安全策の優
先順序を決める。

• 他業界から学ぶ。金融機関や小売業界は、
消費者の利便性とプライバシーやセキュ
リティのバランスを図る経験がある。その
ため、他業界と連携することで、こうした
戦略策定を加速させるかもしれないプラ
イバシーとセキュリティへの挑戦は、起
業家精神にあふれる新規参入企業のビ
ジネスチャンスになるだろう。

図4：多くの医療データにおいて、プライバシーが利便性よりも重要
さまざまな医療データへのアクセスに関し、データセキュリティと利便性
では、どちらの方が重要かを米国の消費者に質問した
 

29%

71%

医療検査と
画像診断結果 

27%

73%

医師の診断書と
診断結果 

35%
65%

薬剤処方情報 

68%

32%

食事療法と運動の結果

データセキュリティ アクセスの利便性

出典：HRI Consumer Survey, PwC, 2014
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医療費の高い患者がコスト削減 
イノベーションに拍車を掛ける4

　 米 国 にお ける医 療 費 の 高 い 患 者 1%
が、国の医療費の 20% を消費している 24。
2015 年、これら医療費の高い患者（高齢
化する団塊の世代と慢性病患者を含む）が、
コスト抑制圧力のもとで米国医療業界の焦
点になるだろう。

　米国で最も医療費の高い患者の中には、
メディケアとメディケイド両方の受給資格が
ある「二重受給資格者」が約 960 万人いる。
2010 年、メディケア診療サービスの個別支
払いプログラムに基づき患者 1 人につき平
均 19,418 米ドルを支払われた。これに対し、
他の受給者では 1 人当たり8,789 米ドルで
あった 25。2024 年までに、二重受給資格者
に対する年間支払総額は 7,750 億米ドルに
達すると予想されている（図 5 を参照）26。

　この数値は、医療機関や保険会社に対し、
医療費を抑えた環境下で医療費の高い患者
を特定し、適切に管理できる革新的な医療
モデルを採用することを促し、医療と健康に
影響を与える行動上の問題や社会的な問題
に対応する、より包括的なサービスを提供す
ることが必要になっている。戦略として、ハ
イテクウェアラブル製品 27、遠隔医療などの
バーチャルケア 28 の他、投薬治療中の患者
に自宅での冷蔵保管を要する医薬品の確認
といったローテクでの問題解決事項も含まれ
ている。

　公的および民間の保険会社は、効果的な
医療連携により、患者を救急救命室や病院
のベッドではなく、より医療コストを抑えた
環境に誘導できることをこれまでの経験から
学んでいる。これらのプログラムの多くは、
診療医、ソーシャルワーカー、ケアコーディ
ネーターを連携させ、電話と訪問で患者を
モニターするもので、患者が健康的な生活
を送るための計画を順守させ、処方薬の補
充、診察予約を守るように促す「ホットスポッ
ティング」と呼ばれる戦略である 29。

　医療機関は多様なコスト節減プログラム
を試している。ミシガン州グランドラピッズ
の Spectrum Health System は、救急救命
室を頻繁に利用する患者 30 人を特定した
後、それらの患者に対し、自宅から徒歩圏
内にあるかかりつけ医を見つけるなど、医
療と患者の管理に介入している。その結果、
1 年の間に救急救命室の利用が 90% 減り、
治療費を 110 万米ドルから 13 万米ドル未
満に削減することに成功している 30。

　 そ の 成 功 に後 押しされ、Spectrum は
「bio-pyscho-social」というケアモデルを採
用したプログラム、統合医療センターを創設
している。年に 10 回を超えて救急医療部
門を利用した患者は、医療管理の拡大、社
会的サービスの強化、高度な精神鑑定や治
療など、追加サービスを受ける候補者になっ
ている 31。

　ミネソタ州では Hennepin Health が、リ
スクの高いメンバーに対してコーディネー
タ ー を 割 り 当 て る「social accountable 
care organization」を発足させている。コー
ディネーターは住宅の確保から薬物乱用問
題まで、医療、行動、経済上のニーズに対
処している 32。

　サウスカロライナ州の Health Access at 
the Right Time プログラムは、診察室外シ
ステムの「目と耳」になり、社会的サービス、
交通手段、食料、住宅の確保を助けるリテー
ルクリニック（大型スーパーなどに併設され
た簡易診療所）、遠隔医療、学校の保健室
や地域の医療従事者を通じ、州で最も症状
が重い患者にかかる費用を削減している 33。
サウスカロライナ州は、このプログラムがな
ければ、2014 財政年度の支出は 64% 高く
なっていたであろうと推定している 34。

　来年は連邦政府の取り組みがさらに活発
化すると考えられる。2014 年 7 月、米メディ
ケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）

は、州が進めるプログラムで、二重受給資
格者の１次医療、急性期医療、問題行動
医療、長期医療サービスを統合するメディケ
ア・メディケイド財務調整計画（Medicare-
Medicaid Financial Alignment Initiative）
のデモンストレーションの実施を 12 の州と
合意している 35。また、最初の結果報告が
2015 年に期待されている。

今後の見通し
• 業界が、価値ベースの医療費償還モデ

ルに移行するにつれ、医療費の高い患
者を特定し、効率的に医療を連携させる
ことができる医療機関と保険会社が市場
での優位性を獲得することになるだろう。
効果的な連携には、１次医療、急性期、
急性期後のケアプロバイダー間の密な連
携が必要となる。

• 保険会社と医療提供者は、この医療費の
高い集団のよりよいケアのために、個人
の関与、社会的、問題行動医療の能力
を高めることが必要となる。これら根本的
問題が無視される限り、臨床上の課題対
処は困難になる。

• 技術は有効性と効率性を改善できると考
えられ、ケアプロバイダーはリモートモニ
タリングや薬の飲み忘れを防止する「ス
マートピルケース」などの技術を活用し、
リスクの高い集団に関する理解を深める
とともに、コストを抑えた医療環境で医
療費の高い患者を管理するべきである。
技術の利用により、交通手段を利用しに
くい集団への医療も拡張できるだろう 36。

• 医療モデルには、転倒防止のためのス
ロープを取り付ける下請け業者からリ
テールクリニックにいたる、「非従来型」
の医療パートナーをも組み込む必要があ
る。医療のエコシステムは、広範かつ包
括的なものにする必要がある。 

図5：二重受給資格者の医療費は高いが、一方でコスト削減の可能性も高い
メディケアの診療サービスごと個別支払いの平均支払額における二重受給資格者と非二重受給資格者の差（2010年）

二重受給
資格者

非二重受給
資格者

支払額の差 

差の比率

医薬品

3,803 

4,805

1,002

380%

入院患者

3,319

6,122

2,803

118%

外来患者 

1,178 

2,311

1,133

104%

看護

894

1,466

572

156%

医師

611 

3,209

2,598

24%

ホスピス

465 

676

211

220%

在宅医療

346 

806

460

75%
出典：HRI, MedPAC analysis of the Medicare 
Current Beneficiary Survey, Cost and Use file 2010

（単位: 米ドル）
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アウトカムで語る5
　高価な専門薬を含め、多数の新製品が市
場に出ることで、アウトカムに関する新たな
エビデンスと定義が求められるようになる。

　自己負担額の上昇 37 と薬価の急上昇に
直面した患者は、厳しく選別した上で薬剤
を購入するようになる。2015 年には、医
薬品アクセスとアフォーダビリティ（購入し
やすい価格）のギャップ拡大が予想され、
プレミア分に見合った効果を得られるという
データを示すことがますます求められること
になる。

　医療保険の観点では、高価な医薬品を
制限する動きも出てきている。高額な医薬
品コストは患者にとって深刻な負担になるた
め、医師（特にがん専門医）は、医薬品コ
ストを経済的副作用として捉え始めている。
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
の専門医は、入手可能な他の製品と比較し
て価格に見合うだけの価値がないと考える
医薬品を採用しないことを決めた 38。その
結果、Sanofi は全米で Zaltrap のコストの
大幅引き下げを余儀なくされることとなった
ケースもある。

　高価な専門薬を使う患者が増え始めたこ
とから、政府もメディケア・パート D39 の
医薬品コストコントロールに注目している。
アーカンソー州のメディケイド患者は、嚢胞
性線維症の治療薬 Kalydeco へのアクセス
を求め、訴訟を起こそうとしている。また、
Gilead の画期的な C 型肝炎治療薬は、価
格が高いため、全ての患者が処方を受けら
れるわけではない 40。

　臨床試験による安全性と有効性のデータ
も重要であるが、金額が異なる医薬品のど
れを購入するかを決めるためには、十分な
エビデンスのデータが必要となる 41。製薬
会社は経済データ、電子医療記録（EHR）、
ゲノムデータ、労働統計、その他のデータ
セットを利用し、コストの裏付けを示し、医
薬品の価値を適切に伝えていく必要がある。
高い医薬品コストではあるが短期で済む場
合、それを選択しないで何十年もの継続的
な治療費と比べれば、高いと捉えた医薬品
コストは取るに足らないということもある。

　患者の特定疾患に関して入手可能な大量
のデータ（投薬歴、入院、病気の進行）を
分析することにより、製薬会社は特定の医
薬品についてどのような患者に最も有効か
を予測することが可能になってくるかもしれ
ない。

　この予測は、ゲノムデータの出現により、
さらに強化される。自身にパーソナライズさ
れるのであれば、より多くの医療費用負担す
ることを厭わないと米国では約半数が回答し
ている 42。しかし、これらを実現するための
ゲノムの検査に対する費用負担については、
意見は分かれている（図 6 を参照）43。

　 治 療 決 定 へ のゲノム情 報 の 取り込 み
は、 ま だ 課 題として 残 さ れ て い る が、
Mayo Clinic’ s Center for Individualized 
Medicine の Director で あ る Dr. Gianrico 
Farrugia が述べるように、医薬品のより高
い有効性を実証する機会であり、特定患者
に対してより少ない副作用でより良いアウト
カムを達成する機会でもある。

　他業界では、製品価値を示すために、ユー
ザーのデータが使われることは一般的であ
る。医療の世界においても、技術の向上と
市場の力により、患者データが費用対効果
の計算式の重要な決定因子になると考えら
れる。

今後の見通し
• 製薬会社は医療機関などと連携し、個人

を特定しない EHR データ、請求データ、
ゲノムデータを生成するべきである。過
去をさかのぼり解明をするデータアナリ
ティクスではなく、患者レジストリ・ウェ
アラブル機器・ソーシャルメディアなどの
新たな情報源から得られるデータをもとに

「予測する」データアナリティクスを実現
していくためには、医療データの保存と
分析に係る柔軟なデータアーキテクチャ
が必要となってくる。

• 患者のコスト負担が増えるにつれ、服薬
順守を強化する新たな方法が重要にな
る。例えば、良好なアウトカムを実証し
た医薬品について、予定どおりに継続服
薬した患者に保険会社が報奨を与えると
いった方法も考えられる（保険会社も患
者が服薬順守することで利益が得られる
かを実験できる）。

• 重要なステークホルダー（保険会社、医
師、患者）に対し、医薬品の価値に関
する新たなエビデンスを伝えるには、こ
れまでにないスキルが必要となる。製薬
会社のアカウントマネジャー、セールス
担当者、患者エンゲージメントの専門家
は、アナリストまたはバイオインフォマティ
シストと協力し、コミュニケーションする
対象者に即して医薬品情報を加工および
価値を再定義し、よりよい医療費の意思
決定につなげていくべきである。

100米ドル

500米ドル

1,000米ドル

1,000米ドル超

53.1%

図6：米国では、遺伝子検査に高い費用を払おうとしない 
米国人が遺伝子検査に払う金額

遺伝子検査に対して支払うつもりはない 

出典： HRI Consumer Survey, PwC, 2014

1.3%

0.9% 7.0%

37.7%
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全ての人に全てを公開6
　医療業界データの透明化に向けた動き
は、手頃な価格の医療を探すためだけでは
ない。臨床試験データ、患者の実質アウト
カム、医師と製薬会社間の金銭授受を対象
とする透明性に関する新たな取り組みは、
患者の治療改善のみならず、新たな機会を
創出することにもつながってきている。

　 欧 州 医 薬 品 庁（EMA: The European 
Medicines Agency）は、欧州で新薬の承
認と認可に使われた臨床試験データの公表
を 2015 年に開始する。臨床試験データを
一般公開することにより、臨床試験の重複
回避、イノベーション促進、新薬開発促進
がもたらされるであろう 44。EMA は臨床試
験報告書から公開を開始するが、匿名化し
た患者データも数年内に公表していくことを
決めている。2014 年 11 月、米国保健福
祉省は、FDA の承認を受ける製品の臨床
試験だけでなく、全ての臨床試験の結果概
要を報告するように臨床試験のスポンサー
企業に義務付けるルールを提起した。

　現時点では、多くの臨床試験データセッ
トは公開されず、その貴重な情報は研究者
の手に届いていない。登録された 585 件
の臨床試験を見てみると、そのうち 29% の
試験（登録被験者数は推定 30 万人）が未
公表であることが分かった 45。

　しかし、状況は変わりつつある。2014 年 
10 月、520 の組織（医師団体、 患者支
援団体、 政府規制当局、 大手製薬会社
GlaxoSmithKline など）が、「全ての臨床
試験を登録し、全ての結果を報告する」こ
とを求める AllTrials 請願書に署名した 46。

　大手の製薬会社や医療機器メーカー
は、臨床試験データセットを Project Data 
Sphere や Yale University Open Data 
Access Project などのプログラムに提供して
いる。以前は非公開だった臨床試験データ
セットが、今では大学の研究者に開示され、
Project Data Sphereの場合は、インターネッ
ト接続が可能なあらゆる人に開示されてい
るまでとなってきた。委託研究組織は新たに
入手可能になった臨床試験データを使い、 
類似の薬剤試験から学んだことに基づき、
さらに良い臨床試験の設計に活用している。

　規制当局もデータセットの公開に踏み出
している。2014 年 に始まった OpenFDA 
では、薬剤と医療機器の有害事象、リコール、
ラベリング情報を分析するために、公開デー
タベースを提供し始めた。患者と医師はデー
タセットを検索し、特定製品と関連性の 
ある副作用の実際の発現頻度を調べること
ができるようになった。さらに、FDA は、同
じ薬を服用する患者が自身の治療経験を共
有できるようなモバイルアプリの開発を奨励
している 47。

　他にも、「公開」という取り組みとして、
FDA の Open Payments 法（ 医 師 へ の 支
払い情報公開法）が 2014 年 9 月に施行
された。以前は Sunshine 法と呼ばれてい
たが、製薬会社・医療機器会社と医師の間
の金銭的関係を公開する初めての取り組み
である。

　製薬会社から金銭を受け取っている医師
がニュースの見出しを賑わせてきたことに
ついて、国民の見方は分かれている。アン
ケートを行った米国民の 3 分の 1 は、製薬
会社から金銭を受け取っていたことが判明
した場合、医師への信頼を失うと回答した。
一方で、そのような支払いは医師に対する
信頼の度合いに影響しないという回答者も
3 分の 1 いた（図 7 を参照）48。

　2015 年には、消費者、医師、保険会
社、製薬会社、ライフサイエンス企業などが、
さらに多くのデータで力をつけるため、医療
業界は透明性強化の影響を感じ始める。

今後の見通し
• 新たにアクセス可能になった臨床試験

データによって、特定の患者における
疾患の経路と進行がより明らかになり、 
バイオマーカーが特定され、臨床試験が
より効率的になり、過去のミスを回避す
ることが可能になるであろう。

• 社内でサイロ思考に陥らずにデータを
共有していくことによって、データを扱う 
スキルが醸成され、結果としてリスクも
低減することにつながる。透明性に関す
る新たな規制が予想される今、経営陣は
データ共有とアナリティクスの強化を製
品開発に生かし、競争力を高めていくこ
とに投資するべきである。

• HRI が調査したところでは、製薬企業か
らの金銭授受にかかわらず、医師を信頼
し続けることがわかった。顧客と互いに
有益な関係を構築・維持していくために
は、ケアとアウトカムの改善により患者と
医師に価値を実証していくことが必要で
ある。

• 製 薬 企 業 は、2004 年 か ら 2013 年
までの 400 万件近い記録を網羅した
OpenFDA の有害事象データベースを活
用し、医薬品の開発を効率・効果的に
進めていくべきである。このデータベー
スでは、現在使われている医薬品の問
題点が浮き彫りになっているため、これ
らを活用することで、患者にとってより有
意義な点にフォーカスして開発に取り組
むことができるようになる。

図7：製薬会社から医師への支払いをどのように捉えるか
米国消費者は信頼感という観点で見方は分かれている

13%

37% 36%

14%

信頼感が上昇 信頼感が低下 変わらない わからない
出典： HRI Clinician Workforce Survey, PwC, 2014、HRI Consumer Survey, PwC, 2014
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図8：新規保険加入者数は激増するものと予想される
ACA保険加入者数は2015年と2016年に急増し、企業が新規医療消費者を集める好機を提供する

7百万 9百万*

実質加入者数 予想加入者数

13百万

公的医療保険取引所での加入者数
新規メディケイド加入者数

11百万 24百万 12百万 25百万 13百万 25百万 13百万

2014年 2018年2015年 2016年 2017年

*870万人
出典：HHS, CBO Updated Estimates of the Effects of the Insurance Coverage 
Provisions of the Affordable Care Act (April 2014). 実際の2014年加入者数は
取引所については2014年9月、メディケイドについては2014年8月の数値。

注：CBOの予想は公的保険から移行する個人を考慮に入れたネットの予想値である。
数値には新規被保険者だけでなく、以前に保険に加入していた（雇用主を通じてなど）
個人も含む。

注：HHSは最近、2015年の公的医療保険取引所の加入数推定値を900万人から990万人
に修正した。CBOはこれらの値を公式に取り入れていない。

新規被保険者を知る7
　数百万人の米国人が初めて医療保険に
加入してから 1 年が経過し、加入者自身、
加入者の健康状態、加入者の嗜好性が明
らかになってきた。2015 年には、新たに 
1,000 万人以上が加わり、その実態が見え
てくる 49。

　判明していることは何か。2013 年 7 月以
降、約 600 万人の若年成人（19 ～ 34 歳）
が健康保険に加入し、全年齢層で最大の増
加となった 50。その若年成人の医療保険加
入の傾向として、加入時期が彼らより上の世
代より遅いということと、保険金額が低く抑
えられていることがあげられる 51。

　HRI による最近の分析では、全体として
見ると微増・微減程度ではあるものの、メディ
ケイドを拡大した州の 3 つの最大医療機関
で、メディケイドを利用した入院が 2 桁増加
したことがわかった 52。

　プライマリケア医師、外科医、その他の
専門医によれば、プログラムを拡大した州
でメディケイドを利用する患者の比率が増加 
した 53。潜在需要が顕現化したと考えられ
るが、2014 年半ばの保険会社の業績報告
においても、がん科、産科、筋骨格などの 
専門サービスの利用が予想を上回ったと
あった 54。

　2015 年、メディケイド制度および保険
加入義務罰則を拡大する州が増える。これ
は、ほとんどの米国人が何らかの保険に加
入している状況変化を示している。初期の
調査では、保険未加入者は、比較的若く、
健康であるため、彼らが加入することで保険
会社の財務リスクが改善されるという示唆も 
あった。ただし、保険の加入や医療費の支

払いができるほど彼らの所得水準は高くない
とも推察されている。免責額の高い医療プ
ランの場合は、特に難しいと考えられる 55。

　さらに、多くの人が保険給付を理解できて
いない。HRI による最近の調査では、個人
保険契約に加入した人の 65%、メディケイド
に加入した人の75%が、薬剤フォーミュラリー

（採用品目リスト）が何であるかを知らな 
かった 56。

　このような新規保険加入者の実態が明る
みに出ると、ヘルスケア企業は、より細か
い点に配慮した戦略を立てるようになる。
Cigna の CEO で あ る David Cordani は、
2015 年に同社が重点を置くのは「製品の
位置づけ、ネットワークの精緻化、臨床管
理プログラム」であると述べた 57。

　医療保険とメディケイドへの加入者の実態
がつかめてくるに従い、ヘルスケア企業は、
新規保険加入者をターゲット顧客として捉え
るようになってくる。2015 年は、ACA の公
的な医療保険取引所で保険商品を提供する
保険会社の数が、2014 年と比較して 25%
増加する（32 の州で増加、そのうち 4 つの
州では倍増）58。

今後の見通し
• 一般論ではあるが、ヘルスケアプロバイ

ダーは、保険会社と幅広い契約を結び、
保険未加入者や保険が不十分な患者に
対して、医療現場に保険仲介人を配置
するなどし、保険加入を支援するべきで 
ある。HRI が 2013 年に行った分析では、
保険加入が望まれる患者を特定し、保険
加入の支援制度を整えている病院はほと
んどなかった 59。患者受け入れが収容能
力の限界に近づいている医療機関にお
いては、高額保険加入者ではなく、メディ
ケイドまたは医療保険取引所で保険加入
している新規患者を優先できるかを見極
める必要がある。

• 健康状態が芳しくない保険加入者を管理
するためには、保険会社はそうした加入
者を医療リスク評価、疾病管理、社会
支援などのプログラムに早期に加入して
もらえるように努める必要がある。ディー
プデータアナリティクスを武器として、保
険会社は、集団健康管理に長けたプロ
バイダーと提携することも検討するべき
である。また、テクノロジー系新興企業
が、患者管理と医療コストの削減に寄与
していく先陣を切っていくことになるであ 
ろう 60。

• 保険会社は、潜在顧客間の人口動態と
言語の差を狙ったマーケティングキャン
ペーンの展開などを行い、新規加入数を
増やしていくとともに、既加入者を維持
するための 2 つの戦略を実行していかな
くてはならない。
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医師以外の医療資格保持者による 
業務範囲の拡大8

　米国では、ACA に基づき数百万人規模の
新規保険加入者を受け入れ、ベビーブーム
世代が続 と々退職年齢を迎えるにあたり、看
護師、医師助手、薬剤師といった医師以外
の医療資格保持者による業務範囲が拡大し
ていくことになる。

　医師以外の医療資格保持者による業務範
囲拡大により、医師不足を補えるようになる。 
そうなると、十分な研修を積んだ上で実務
に携わることができるようになってくる。医
師以外の医療資格保持者の一部は、軽症の
外来患者と救急外来を対象とする 200 億米 
ドル市場 61 の一角を担うリテールクリニック
の重要な担い手になることが予見される。

　米国では、看護師、医師助手、薬剤師な
どによる臨床業務の拡大の是非を検討して
いた州が 2014 年末には半数以上に上った。
その中には、ニュージャージー州、ペンシル
バニア州およびミシガン州のように具体的に
役割を拡張する法案を提出した州もあった。
2015 年には、さらに 12 州が同様に法制化
するものと予想される 62。

　こうした取り組みは、薬剤師の役割をテレ
ファーマシーに拡張しようとしているノースダ
コタや 2014 年にナースプラクティショナー
による１次医療診療所を初めて開設した 
インディアナとバーモントなどの州に続くもの
である 63, 64。

　米国では、この変革はすでに広く受け入
れられている。HRI の調査では、米国民の
4 分の 3 が、健康診断、処方、軽度の負傷
の治療、検体検査の指示に医師以外の医療
資格保持者が対応することに抵抗がないと
回答した。また、米国民の半数は一部のサー
ビスに関し、医師の代わりに薬剤師が対応
することに抵抗がないと回答した 65。

　医師も同様であり、HRI が調査した 3 分
の 1 以上の医師が、患者対応の 50% 超を
他の医療資格保持者にて担うことできると 
回答した 66。このようなことを推し進めてい
る医師においては、医師自身が患者と接し
ていられる時間を長くすることができ、医療
連携も改善され、ワークライフバランスも向
上するといった回答を得られた。

　一方で、医師以外の医療資格保持者に委
ねていくことに慎重になっている医師もいる。
医師以外の医療資格保持者による実務範囲
の法制化には、そもそも論として「誰がどこ
で患者を治療するべきか」という討議をさら
に深掘りしていく必要がある。例えば、米国
医師会は、ナースプラクティショナーなどの
医師以外の医療従事者は、患者をしっかり
と診断するために必要な医学的研修が不足
していると主張している 67。

　それでも、米国プライマリケアでは今後 
5 年間において、ナースプラクティショナー
は 30％、医師助手は 58% 増加することが
予 測されて いる 68。UnitedHealthcare の
chief medical officer である Sam Ho 氏は、

「ナースプラクティショナー、医師助手、ケー
スマネジャー、薬剤師、非認可の地域医療
スタッフといった医師以外の医療資格保持
者をさらに活用していく機会が多くなる」と
述べている。

　願わくは自宅での健康維持を望む患者
に対しては、看護師、セラピスト、栄養士
およびソーシャルワーカーを配備する必要
があり、医師のみならず医療資格保持者の
存在が不可欠であると考えられる。退院後
の患者を看護師が細かくモニターするとい
うモデルは、バージニア州の Bon Secours 
Medical Group の 12 カ所の診療所で効果
を上げた。患者中心の在宅医療プログラム

が開発されたことにより、想定外の再入院率
はこの 4 年間で 2% 未満に抑えられた 69。

今後の見通し
• 医師以外の医療資格保持者に対する需

要増加は、賃金上昇をはらむため、初
期段階においては医療費抑制の効果は
薄いと考えられる。HRI の調査による
と、コスト抑制効果を得られているのは、
27% の医師のみであった 70。より効果を
高めるためには、診療ワークフローや診
療報酬などの仕組みを変革していくこと
が望まれる。

• 医師以外の業務範囲拡大にテクノロジー
は不可欠である。HRI の調査では、モバ
イルヘルス技術や電子診療を利用する
傾向が見られる 71。

• 医療機関は、患者を獲得し、経営改善
を図る戦略として、リテールクリニックを
活用するべきである。薬剤師が従来より
も幅広いケアを提供できるように法改定
されると、リテールクリニックがその恩恵
を受けるからである。

• 医療機関によっては、医師以外の医療
資格保持者が診療することのメリットを
伝えるために、多くの努力が必要となる。
HRI の調査では、地域とサービスのタイ
プによって患者の意向が左右されること
が分かっている 72。

* 完全診療：医師以外の医療資格保持者が医師の許可から完全に
独立して診療できる
** 部分診療：医師以外の医療資格保持者は特定の医療行為（治療、
診断）を独立して行えるが、他の医療行為（薬剤処方）について
は医師の許可を必要とする
*** 制限診療：全ての医療行為に関して医師以外の医療資格保持者は
医師の許可を必要とする
出典： American Association of Nurse Practitioners、PwC’s Health Research 
Institute Consumer Survey 

図9：全米では看護師など医師以外の医療資格保持者が新たな責務を担っている

完全診療*
部分診療**
制限診療***

⇒　66%～87%
いと回答した国民の割合
受けることに抵抗を感じな
療資格保持者による対応を
米国において、医師以外の医
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ミレニアル世代が起こす 
ヘルスケアの再定義9

　経済回復と団塊世代の定年に伴い、企業、
保険会社および医療機関は、医療分野の次
世代の消費者を惹きつけ、惹き込み、離さ
ない創造的な方法を模索している。ミレニ
アル世代が、健康、幸福、価値を再定義し
ようとしている。

　ミレニアル世代とは、団塊世代の子ども
たちが多く、1980 年代初頭から 2000 年 
初頭の間に誕生した世代を指す。インター
ネット革命により形成されたこの世代が、 
現在の働き方や付き合い方、世界とのか
かわり方を見直す原動力になってきている。
2015 年には、ミレニアル世代が新しい医
療経済の促進を図り、健康ひいては幸福
につながる広範な市場を支えることになる。 
HRI の試算によれば、米国人は、健康維持・
向上に年間 2,670 億米ドル以上を費やして
いる 73。

　ミレニアル世代は、仕事に対する捉え方
についても以前の世代とは異なる。仕事す
るということは単に金銭のためだけではな
く、私生活とのバランスで充実感を求めて
いる。そして、キャリア目標を達成するため
に、複数の職につくことを是と考えている。
PwC、University of Southern California
および London Business School が実施し
た調査によれば、ミレニアル世代の 38% が、

「1 つの職場に 9 年以上とどまるつもりは
ない」と考えていることが分かった。ちなみ
に、ミレニアル以外の世代では 30% であっ
た 74。ミレニアル世代は、柔軟性、利便性、
テクノロジーを重視し、自己のニーズを満た
すため、よりパーソナライズしていくことで
幸福を得ようとする世代である。

今後の見通し
• 企業は、ミレニアル世代の期待に一層応

えるために、単に健康であるウェルネス
から身体的・精神的・社会的に良好な
状態であるウェルビーイングへ、従業員
給付から幅広い「従業員体験」へと戦
略を変えることで方向転換していく。特
定の従業員群に狙いを定めた戦略と戦
術を追求しつつ、柔軟性や利便性、関
連性、教育ならびに指導の充実を全てに
おいて図っていく企業が優位になってい
くであろう。

• 保険会社とヘルスケア企業は、密接に連
携・協力し、加入者および患者へのサ
ポートを強化していくことになる。ミレニ
アル世代というこの新世代の期待を理解
し、それに応じるために努めていくことに
なる。

• ヘルスケア業界への新規参入企業によ
り、消費者、雇用主、保険会社および
医師以外の医療資格保持者の関係性に
変化がもたらされることになる。全国規
模で展開を図るヘルスケアサービスプロ
バイダーや、リアルタイムで個々に応じ
たサポートとフィードバックが受けられる
コミュニティを実現するための新しいモ
バイル技術が求められるようになる。

　米国労働統計局の予測によれば、2015
年に米国における労働人口の過半数はミレ
ニアル世代となる。ミレニアル世代の割合
は、2030 年までに 75% まで高まるため 75、 
経営陣は従業員の福利厚生戦略の再考を
余儀なくされる。今後企業は、従来の福利
厚生以上に行き届いた支援を従業員に与え
ていくことが求められる。その際、従業員
の意欲と充足感のバランスを注視し、変革
していくことが望ましい。

　多くの企業において労働組合が従業員の
給付基準の設定を促していたが、2000 年
を境に変化が見られる。ハイテク産業が先
んじ、他の産業をけん引しており、企業は
福利厚生もさることながら、従業員の意欲向
上につながる文化の創出に重点を置くよう
になってきている。企業にとって喜ばしい状
態と従業員の喜ばしい状態は結び付いてお
り、満足度の高い従業員ほど仕事に没頭し、 
生産的かつ独創的であり、結果として離職
率が低くなるということである。

　2015 年において、ミレニアル世代を一
層惹きつけたいと考える企業、保険会社、
医療プロバイダーは、新たなアプローチで
ミレニアル世代の動機づけを図り、ミレニ
アル世代が自身の目標を達成するような支
援を行っていく。そのためには、柔軟かつ
十分にリソースを活用し、個人に特化した
上でタイムリーなフィードバックを行い、一
貫した取り組みを組成するとともにシームレ
スなプロセスを実現していくことが必要と 
なる。

図10：若年労働者の職業に関する優先事項ではワークライフバランスがトップ
各年齢層におけるキャリア選択で重視する事項トップ3

出典： HRI Consumer Survey, PwC, 2014
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勝つためのパートナー10
　2015 年には、パートナーシップはもはや
市場差別化にはならず、標準的なものと考
えられるようになる。競争の激しい新環境で
目標を達成するために、企業は革新的な製
品とサービスに関して協力し、事業のギャッ
プを埋めるための専門家（パートナー）を
求めることが成功に必要な要素と考えるよう
になる。

　その一例が、最近発表された研究中心の
生物薬剤会社 AbbVie と、グーグルが設立
したライフサイエンス企業 Calico の提携で
ある。両社は共同で、がんなど年齢と関連
する疾患患者のための新規治療法を発見、
開発、販売を行っていく76。Calico はその
技術面での専門性をもとに、新たな研究開
発施設を設立し、AbbVie はその科学・臨
床開発サポートと商業面での経験をもとに、
上市につなげていく。

　Anthem Blue Cross とロサン ゼ ル ス の 
7 つの医療機関は、新たに医療保険プラン
を運営するジョイントベンチャー Vivity を設
立し、集団医療管理に取り組む。Anthem
とそのパートナーとなる医療機関は利益と
損失を共有するリスクのある形態でのベン
チャーであるが、医療と保険を統合した
Kaiser Permanente と競り合っていき、高
価値の実現を目指している 77。

　パートナーシップにより、どのような価
値向上が期待されるのかということが今ま
で以上に注視されるようになった。HRI に
よるフォーチュン 50 社の分析では、40% 

（50 社中 20 社）が、2014 年に新たな医

療パートナーシップを検討していた（図 11
を参照）。消費者もこれらの新たな提携に価
値があると考えている。最近の HRI 消費者
調査では、58% がサービス改善のために他
社と提携した医療会社を選択する可能性が
高いと回答した 78。

　Walgreen Co.、CVS Health および Wal-
Mart Stores などと関係を結んでいる競合の
状況が圧力となり、従来のヘルスケア企業
においても 2015 年は提携が活発化してい
くことになる。

　昨年秋、Walgreen Co. は血液検査のイ
ノベーター Theranos と長期パートナーシッ
プを結び、Walgreens の店舗に手頃な料
金の新たな検査サービスを導入すると発表
した。

　Theranos の検査は低コストで、大手保
険会社の保険の対象になるだけでなく、検
査結果を数時間で知ることができ、診断と
治療決定を迅速に行えるようになる 79。

今後の見通し
• 企業は、イノベーションを与えてくれる

戦略的パートナーシップと、コスト抑制
につなげるコモディティ主導型のパート
ナーシップの両面を追求し、ビジネスの
ギャップを補完していくことが望まれる。
従来のヘルスケア企業は、医療の仕組
みに揺さぶりをかける新規参入企業との
パートナーシップに、多大な価値を見い
出すことになることも予見される。

• パートナーシップを結ぶ企業は、提携の
ための明確な条件を定めるべきである。
また、おのおのが独立して成長できるよ
う、重要な知的財産を保護するべきであ
る。パートナーシップで自社の中核構造
を維持できない企業には、乗っ取られる
リスクがあることを忘れてはならない。

• 新たな取り決めを行うときには、各パー
トナー企業に出資を求めるべきである。
出資をすることで、パートナー企業は、
有意義な結果を創出するために、時間、
エネルギー、最高の経営資源を割く可能
性が高くなる。また、スタートアップと同
様にパートナーシップの成功に基づき、
経営者に報酬を与えることも考えられる。

• 提携には、目的、ガバナンス構造、コミュ
ニケーションチャネルの明確な定義が必
要である。また、ライフサイクルを明確
にしたパートナーシップもあるため、パー
トナーシップを進めていく場合において
は早い時期に、マイルストーンを含めた
タイムフレームを用意し、終了戦略につ
いて合意しておくことも考えたい。

21
20 14
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2 2
1

図11：フォーチュン50社はヘルスケアパートナーシップを進めている
ヘルスケアパートナーシップを行った領域

出典：HRIによる公表済み財務諸表、GlobalDataレポート、報道発表、その他のメディア情報の分析
注：20社の一部は2014年に複数の新規パートナーシップを結んだ。
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