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安心・安全な出産を世界中のお母さんに
～周産期遠隔医療プラットフォームと IoT 型モバイル胎児モニターの普及～

尾形 優子
メロディ・インターナショナル株式会社 CEO

１．プロローグ
2018 年 12 月 9 日午前 2 時 32 分、奄美大島の小田切医師（医療法人徳洲会名
瀬徳洲会病院産婦人科部長）から、搬送先の病院に分娩監視装置 iCTG※1の計測デ
ータを送りたい旨の電話がありました。このような夜中の緊急の電話に私どもは
とても心臓が高鳴りました。すぐに搬送先の病院で緊急の妊婦さんの分娩監視装
置 iCTG の計測データが見られるように設定をお伝えしました。奄美大島から、救
急ヘリが小田切医師と妊婦さんと分娩監視装置 iCTG を載せ鹿児島市立病院に向
かいます。分娩監視装置 iCTG は約 5 時間の間ずっと陸上自衛隊の緊急ヘリ待ちの
間、ヘリの中から、胎児の心拍データと妊婦さんの陣痛データを鹿児島市立病院
にリアルタイムで送り続けます（図 1、2、3）。

【図 1】ヘリの中での分娩監視装置 iCTG のデータを計測

※1

メロディ・インターナショナル㈱が開発したモバイル心電図モニター
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【図 2】搬送中の医師から、SNS によるリアルタイムの位置情報共有
ヘリコプターで妊婦さんを搬送中の医師から
「あともうひと息です」と SNS でメッセージを
受信。搬送状況（ヘリコプターの飛行位置）を
SNS でリアルタイムに共有

【図 3】搬送先病院にてヘリから送られてきた搬送中のデータを確認する医師

そしてついに、7 時 19 分、無事鹿児島市立病院到着のお知らせが来ました。
そしてその妊婦さんは、赤ちゃんを無事出産し、私どもも胸をなでおろしました。
搬送先の医師からは「アクセスが簡単で、見やすかった」との声があり、搬送中
の妊婦さんも、胎児心拍音を聴いて安心とのことでした。小田切先生には、分娩
監視装置 iCTG の臨床試験に加わっていただき、ようやく市場にローンチした製
品をお渡ししたばかりでした。私どもの分娩監視装置 iCTG の初仕事が、このよ
うな大仕事、それも一人の赤ちゃんを助けることができたのは、たいへんうれし
いことです。私どもの開発した機器をずっと信頼して使い続けてくださっている
小田切医師は、離島医療に長く携わり、地元の信頼も厚い医師です 1。
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２．胎児モニタリングの歴史とその応用
胎児心拍の検出アルゴリズムは、今から 40 年以上前、1970 年代に発明され、
その発明者であるお二人の 70 歳を超えた博士（原量宏：香川大学瀬戸内圏研究
センター特任教授、竹内康人：同客員教授）が、現在、私どもの顧問に就任いた
だいています。これは、ほとんど奇跡に近いことかもしれないと思っています。
イノベーションは、この香川県だからこそ起こるべくして、起こったのだという
気がします。
現在、香川大学と共同で大人の心房細動の研究をスタートさせています。この
研究の基礎となっているのは、胎児心拍の検出アルゴリズムです。原量宏先生は
これらを応用すれば、大人の心房細動が検出できるのではないかと提唱し、私ど
もは胎児心拍の検出プログラムのパラメータを大人の心拍パターン検出にアジ
ャストさせることに成功しました。それが現在開発中の心房細動検出プログラム
です。ほぼ百発百中で的中する結果を目の当たりにして、かつて日本で世界に先
駆けて発明された胎児心拍の検出アルゴリズムの偉大さを知るにいたりました。

３．私が医療 IT 事業に関わるきっかけ
さて、話は私自身の過去に遡るのですが、17 年前、私は地元（香川県）の大
手鉄鋼商社に勤めていました。その会社には IT 部門を担う子会社があり、そこで
ちょうど WEB サイトを自動で作成できるシステム「かんたん WEB」（EC サイト）を
開発しようという企画があがりました。現在では当たり前といえますが、当時は
ブラウザベース Web デザインシステムの先駆けでした。この時私が書いた開発企
画書に予算が付き、私は IT 子会社に配転となりました。その後 NEDO※2の｢診療所
用電子カルテ｣の開発・実証事業（2000（平成 12）年度）に参画することとなり、
香川県内での 20 の診療所における実証実験を行うため、私はコーディネータ役
という大役を任されました。これが、私が医療 IT の黎明期に携わるきっかけとな
った事業なのです。国の事業として始まったこの事業は間髪を入れずして「四国
4 県電子カルテネットワーク事業」（経済産業省 2000（平成 12）年補正予算に
よる全国 26 地域電子カルテの共有モデル事業）として発展することとなり、私
は医療 IT の世界にどっぷりとのめり込んでいくこととなります。そして、医療情
報の世界の先駆者である原量宏先生と出会うことになります。
医療の IT 化を進めることで、重複入力の手間を減らしたり、検査データが診
療時に一覧できたり、結果を履歴として残しておけるなど、医療者を支援するだ
※2

国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構（New Energy and Industrial Technology Development
Organization）
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けでなく、患者の助けにもなります。更には今後膨大に膨れ上がろうとしている
医療費の抑制につながるかもしれないと当時の夢は広がるばかりでした。この大
きな可能性が私をとりこにし、このあとすぐ私は Medical IT Lab.を意味する会
社、株式会社ミトラを設立します。そこで開発された周産期電子カルテ「ハロー
ベイビープログラム」は電子カルテにインターネットの技術が組み合わされてお
り、当時非常にユニークな製品でした。同時期に香川県で「かがわ遠隔医療ネッ
トワーク K-MIX」の構築が開始されました。県の遠隔医療事業と医療 IT 会社の
スタート、香川県は 2016 年、医療 IT の先進県と呼ばれるようになり、G7 情報
通信大臣会合が開かれ、まだ設立したばかりの会社にもかかわらず、私はそのイ
ベントにメインで出場させていただきました。

４．規制緩和による医療の IT 化、地域連携の推進
2015 年 7 月、遠隔医療の実現を目指して 12 年間代表取締役を務めた会社を辞
職し、メロディ・インターナショナル株式会社を立ち上げました。時を同じくし
て、厚生労働省によって遠隔診療に関する医師法 20 条の解釈が、「顔を見ての
対面でなくても、患者に対して診療を行った場合、医師法 20 条に抵触するもの
ではない」と明確に言い換えられました。世の中では、遠隔医療は実質上解禁さ
れたのだと湧きます。遠隔医療を名乗る会社が、おそらく一桁は増えたのではな
いでしょうか。株式会社シード・プランニングが 2015 年に行った調査によれば
2020 年には遠隔医療にかかる医療費が 20％増加すると見込まれていました。
規制緩和の流れとしては、2009 年に医療機関内でなくても診療録の外部保存
ができるようになりました。その後、地域医療連携が各地で堰を切ったように急
速に進みます。電子カルテも、病院内データ連携で事足りていたものが、病院間
データ連携も可能な仕組みが必要となります。現状、病院の中では HIS、RIS、
PACS のようにデータの運用の仕方に従って医療情報を分類しています。院内で
のデータ連携とは、例えば診察券番号などをキーとして、院内で一人の患者がど
の診療科で受診したとしても、その情報を串刺しにできることを言います。地域
医療連携においては、同じ患者が A 診療所で受診して B 調剤薬局で薬をもらった
後、ある時症状が変わり新たな検査が必要となって C 病院に行き、D 調剤薬局で
薬をもらう、C 病院で手術の後に E リハビリセンターに行く、などということが
頻繁に起こり得ます。一人の患者の医療データがどの医療機関においても、一気
通貫で見られるようになる仕組みが必要となるのです。そしてそのようなシステ
ムがあれば、ハイリスクの患者を地域全体で見守ることが可能となります。医療
者は、重複検査、重複投薬などのチェックができるだけでなく、患者の正確な過
去記録に従って、きめ細やかなコンサルテーションが可能となります。
前述のような、一人の患者のデータを一望できる医療システムは技術的には簡
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単にみえるのですが、これが日本ではなかなか難しかったのです。なぜならば、
日本では様々なベンダーが、独自の出来上がったシステムの上に、患者番号のル
ールや標準データを後から付け足しているため、複雑化しています。しかし今後
開発するベンダーは、こういった知見の上に立ってよりシームレスなシステムを
開発しなければ生き残っていけないでしょう。

５．香川県での遠隔医療の歴史
私が 2000 年、前述の NEDO の電子カルテ事業に参画した時、香川大学医学部（当
時香川医科大学）産婦人科の原量宏助教授（当時）と出会いました。原量宏先生
は日本での医療の IT 化を先導し、2002（平成 14）年には「かがわ遠隔医療ネッ
トワーク K−MIX」を構築し、現在に至るまで K−MIX を核として、産学官を巻き込
んだ様々な医療 IT 事業を成功させ、多くの成果を上げています。
香川県で途切れることなく医療 IT が成果を上げ続けたのは、第一に産学官の
メンバーが一同に介して、お仕着せのシステムでなく、その時々の運用に合わせ
た仕組みをとことん議論しあって構築していったところにあるのではないでし
ょうか。第二の成功の要素は、標準化だと考えられます。日本では、すでに高度
医療のための医療従事者による書類を中心とした運用が、超がつくほど綿密に行
われており、これらが電子化の大きな壁となっていました。日本ではカスタマイ
ズの文化が大きく根付いており、それぞれが独特の運用を確立しています。そこ
で必要となってくるのが、医療情報の標準化なのです。標準データを介してデー
タを出し入れできれば、どのベンダーが作ったシステムでもつなぐ事ができます。
この標準化の思想を常に念頭において、システム構築を行うことはとても大事な
ことなのです。
一方、周産期の分野に目を向ければ、日本の周産期医療は世界最高水準であり、
妊婦さんと赤ちゃんの死亡率の低さは、先進国中でも群を抜いています。そして
香川県は、人口 100 万人弱程度でへき地と都会が隣り合わせという特徴があり、
実証実験のモデル地域として産学官のコンセンサスも得やすかったといいます。
医療圏を考えるときの一つの単位が 100 万人だというのです。さらに、総合周産
期母子医療センターの日本のモデルを築き、35 年前に全国でワースト 5 位だっ
た香川県の周産期死亡率を 2015（平成 27）年〜2016（同 28）年 2 年連続 1 位に
引き上げた実績があります。これには、妊婦健診と分娩を異なる医療機関で行う
オープン／セミオープンシステムの普及が密接に関連するとともに、それに伴う
医療機関同士のデータ連係が重要な役割を果たしたと言えます。
そこから得られた結論は、お母さんの健康にとって最もリスクの高い周産期の
時期において、赤ちゃんを胎児の状態で救うことができれば、母子の安全安心が
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飛躍的に高まることとなり、そのためには胎児のモニタリングがもっとも大事で
ある、という考え方です。

６．周産期医療の直面する課題
メロディ・インターナショナルは、大学の技術を商用化し、遠隔医療を実現す
ることを目指して設立しました。妊婦さんと医師のコミュニケーション・プラッ
トフォーム“Melody i”を構築し、ICT を通じて世界中の妊婦さんと赤ちゃんの
健康を守ることが、弊社のミッションです。周産期電子カルテ開発の黎明期に携
わる中で、産婦人科病院と妊婦さんの様々な課題が見えてきました。近年、高齢
出産は増加し妊婦さんの約 30％に届こうとしています。一方、お産を扱う産科
はこの 10 年で 20％近く減少しています。とりわけ、ライフスタイルの変化から
高齢出産化が進む都市部の妊婦さんや、医療機関へのアクセスが厳しいへき地・
発展途上国の妊婦さんの課題は、今後ますます増加するものと思われます（図 4）
。
【図 4】産科施設数の減少と高齢出産割合の増加、高齢出産のリスク

７．周産期遠隔医療プラットフォーム“ Melody i”とは
周産期遠隔医療プラットフォーム Melody i とは、モバイル胎児モニター「分
娩監視装置 iCTG」を核としたクラウドシステムで、医師と妊婦を日常的につな
ぐ仕組みです。これを使い、赤ちゃんの心拍数と、お母さんのお腹の張りを計測
すれば、おなかの赤ちゃんが元気かどうかすぐにわかります。もし、お母さんや
赤ちゃんに異常があれば、インターネット経由ですぐにドクターに診てもらえる
のです。そして、大きな病院への紹介もスムーズに行うことが可能となり、酸素
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不足など、赤ちゃんの問題や死産を防ぐことができるのです（図 5）。
【図 5】

小型で充電型、そして 3G/4G(LTE)ネットワークでリアルタイムにデータを共
有できる分娩監視装置 iCTG は、プロローグで述べたように緊急搬送時にも活用
できます。通信方式は、トンネルの中や山間部でモバイルネットワークが切断さ
れても、計測データが欠損しないように工夫されています。そして今まで、救急
車両の中では、母親のバイタルデータを取得する方法はありましたが、胎児のバ
イタルを取得する術はなく、第 5 のバイタルとして注目されています。搬送後の
帝王切開可否判断などが、事前に送られてくるデータを元に判断できるため、麻
酔医の準備など今まで 2 時間ほど要していた受入後の準備時間を半減できたと
いう報告もあります。

８．世界の母子死亡率と日本、香川県の成果
その様な悪化する環境にもかかわらず、日本の周産期医療は世界でもっとも優
れています。中でも香川県の周産期死亡率は 2016 年 2 年連続最小です。これは、
日本の周産期死亡率が世界で一番低い事を鑑みると、香川県の周産期死亡率は世
界一低いと言い換えても過言ではありません。これらの技術や成果を世界に拡大
することが、私どもの使命であると考えています。
発展途上国において医師不足の問題は深刻です。病院までの距離は数百キロメ
ートル以上が当たり前であり、日本と比べ数十倍〜数百倍の妊婦さんと赤ちゃん
が亡くなっています（図 6）。
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【図 6】

（出所）WHO:WORLD HEALTH STATISTICS 2014 よりメロディ・インターナショナル作成

９．タイからスタートした周産期遠隔医療プラットフォーム
私どもは 2015 年より JICA 草の根技術協力支援事業に参画し、タイのチェンマ
イで妊婦の遠隔医療事業を行いました。チェンマイ大学は長く香川大学と姉妹校
協定を締結し、とりわけ医学部の交流が盛んでした。私どもは認証前のプチ CTG
（プロトタイプ）を産科医のいない 3 つの病院に導入し、毎週妊婦健診の日に各
病院から計測したデータをチェンマイ大学の産科医に送るという事業を実施し
ました（図 7）。
【図 7】
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この事業により 1,500 人の妊婦さんから遠隔診断にて 50 人の搬送（リファー）
を決定し、その内 10 人の妊婦さんと赤ちゃんを助けることができました。この
事業成果により、チェンマイ大学の産科医である Dr. Supatra はタイの首相省よ
りベスト・パブリックサービス・アワード 2017 を受賞しました。さらに、私ど
もは 2018 年より第 2 期の「JICA 草の根技術協力支援」に参画し、カウンターパ
ートとしてチェンマイ大学に加えて、本事業の重要性を認識したチェンマイ保健
局と共に、現在、チェンマイ全域、全 25 の公立病院をつなぐ搬送（リファラル）
ネットワークを構築しています。25 の公立病院の内、産婦人科医が常駐するの
は 6 病院のみとなり、残りの 19 病院では助産師のみの診療となります。従来、
助産師のみでは妊婦健診に際して、血圧や胎児心音の聴診のみで、CTG モニター
を使用していませんでした。今回、私どもの分娩監視装置 iCTG の導入により、
助産師と 6 病院の産婦人科医がネットワークで連携されて、Doctor to Nurse の
遠隔診断により、早期で有効な搬送（リファー）が実現しています（図 8）。
【図 8】LINE を使ったチェンマイ全域をカバーするリファラルネットワーク

１０．COVID-19 対策としての分娩監視装置 iCTG
生活様式のみならず、医療のあり方を一変させた COVID-19 は、世界的に収束
の様相は見せておらず、with コロナの医療が求められています。にわかに注目
され始めたオンライン診療の領域でも、分娩監視装置 iCTG は活躍しています。
2020 年 2 月、クラスターの発生した北海道大学病院産科の馬詰武助教の呼び
かけで、オンラインでの妊婦健診がスタートしました。16 台の分娩監視装置 iCTG
を使用し、後期妊婦健診の 8 割をオンラインに切り替えるという、前例のない試
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みがスタートしました。妊娠は病気ではないにもかかわらず、罹患リスクを負っ
てまで定期的に病院に健診に行く必要があります。そのリスクを低減するととも
に、医療従事者の罹患リスクを低減する試みとなりました。外来で希望する妊婦
に対して、分娩監視装置 iCTG と市販の血圧計を宅配便にて郵送して、自宅でビ
デオ問診と組み合わせてリアルタイムでの胎児モニタリングを実施し、処方が必
要な場合は同じく宅配便で薬も届けます。使用後は送り返してもらい、機器を消
毒してまた別の妊婦さんに送付するというオペレーションです。分娩監視装置
iCTG は、防水機能を備え、使用後に洗浄やアルコール消毒が可能なため、モバ
イル性やデータ送信機能に加え、
COVID-19 対策にも、
より威力を発揮しました 2。
埼玉医科大学病院では、感染者用に用意した別フロアにて、胎児モニタリング
を実施するために活用されました。その他、奄美大島の名瀬徳州会病院では、里
帰り妊婦の隔離期間中（2 週間）の妊婦健診にも活用されました。
以上のように、分娩監視装置 iCTG は離島・へき地での医療、緊急搬送時や災
害時のみならず、COVID-19 対策としても注目されています（図 9）。
【図 9】

１１．オンライン妊婦健診の保険収載に向けて
これほど注目されたオンライン妊婦健診ですが、やはり普及にはまだまだ大き
なハードルが残っています。オンライン診療の恒久化が審議されていますが、私
どものような診断機器に対する遠隔での診療は、費用負担の問題があります。そ
もそも妊娠は病気ではなく、通常は保険診療の対象ではなく、自治体によって発
行される健診補助と自費によって賄われます。COVID-19 状況において、北海道
大学病院産科の例のように、遠隔で健診した際の検査費用は、この補助制度が弾
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力的に運用されることになりました。しかし、切迫早産や胎児発育不全のような
リスクを伴う妊娠で疾病診断された場合には、院内での診療と異なり、遠隔での
診療報酬は支払われません。
私どもは 2020 年 4 月より公益社団法人日本産婦人科医会と協力し、「在宅・
遠隔胎児モニタリング」の広域実証研究を開始しました。目的は「産婦人科領域
における遠隔医療の確立、ならびに産婦人科医師の働き方改革、診療科・地域偏
在による地域医療の崩壊防止を目指して」とされ、
a) 産婦人科領域における遠隔医療、オンライン診療の構築
b) 医療従事者の勤務環境改善、働き方改革サポート
c) 診療科偏在・地域偏在による地域医療の崩壊防止のための地域連携構築
d) より安全・安心な妊産婦の管理
e) 産科診療ガイドラインへのオンライン妊婦健診・診療の掲載
f) オンライン妊婦健診・診療を診療報酬上の評価対象とすること
が掲げられています。
実証研究は、埼玉医科大学病院産科・婦人科（亀井良政教授）を主幹研究機関
として、東京大学付属病院など全国 13 の共同研究医療機関で実施されます。
（図
10）3。
【図 10】
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これらの成果により、早期のオンライン妊婦健診の保険収載を目指して、日本
の周産期医療を ICT の側面から支えるお手伝いをしていきたいと思います。

１２．世界中のお母さんに安心・安全な出産を届けるために
私どもの取り組みは、タイのみならず、ミャンマー、カンボジア、そして幸せ
の国ブータンなどに拡がっています。
ブータン王国へ 2020 年 2 月に渡航し、分娩監視装置 iCTG のデモ機を届けまし
た。ちょうど、第二子を妊娠中のペマ王妃様に、もしかしたら使っていただけな
いか、との淡い希望もありましたが、ブータンの産婦人科医の責任者はそれを否
定し、私どもの希望は叶いませんでした。しかし、帰国してしばらくした 2020
年 6 月 4 日、ペマ王妃の 30 歳の誕生日にブータンのロテ・ツェリン首相により
「ブータン国王と王妃は iCTG を使用してみて大変有用と感じ、国中の妊婦がす
べて利用できるようにしたい」との国王のお言葉が述べられ、国の 3 大事業のひ
とつとして、国土全域へのモバイル胎児モニターの導入が発表されました。
以下、ブータン首相演説抜粋です。
「政府はまた、妊娠中の胎児をモニターするために、妊婦にとって大変大きな
メリットなる～胎児モニター（iCTG）装置の導入を決定した。『超音波を使った
胎児モニターは妊娠の最終月に行われるものです。それはほとんどの病院で利用
できます。そして今後は iCTG テクノロジーを使い、CTG 検査中にインターネッ
トで産科医に CTG データを送ることができます。両陛下はこの機器を使用して、
非常に有用であることがわかりました。したがって、両陛下はこの機械をすべて
の人が利用できるようにしたいと思いました。』首相は、またそれらの機器が先
ずは 20 の地区で購入され配られ、徐々に全国でも利用できるようになるだろう、
と述べた。」（メロディ訳）4。
この発表は私どもにとっても、とても嬉しいものでした。現在、55 ユニット
を同国に向けて発送の準備を整えています。ご尽力くださった日本とブータンの
先生方、UNDP ブータン、JICA ブータン、ブータン保健省の皆様、本当にありが
とうございました（図 11）5。
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【図 11】JDWNR 病院（第 3 代国王の名を冠するブータン最大の王立病院）

世界的なパンデミックの中、多くの国から問合せが来ています。また、ありが
たいことに、日本政府国際広報誌「We are Tomodachi」2020 夏号に、私どもの
取り組みを掲載いただきました 6。特集は「Japanese Willpower to Save Lives」
として、ノーベル生理学・医学賞を受賞した北里生命科学研究所の大村智博士の
記事が掲載された号です（図 12）。
少ないメンバーで限られたリソースながら「必要なところには世界中どこでも
お届けする」をモットーに普及を進めていきたいと考えています。
【図 12】「We are Tomodachi」JapanGov
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１３．エピローグ
私どもは通常の経営者とは少し異なり、大学というアカデミアに属する人々と、
技術を商品に変えることが得意なビジネス界に属する人々、これら異質な両者を
「つなぐ」媒介者でありたいと考えています。一口につなぐといっても、経験上
容易ではなく、研究者の成果や魂を売り渡すのでも、経営者を儲からない研究に
付き合わせるのでもなく、広い視座を提示し、同じ頂を目指していることを理解
してもらい、マイルストーンを示すことで新しい価値を生み出すことができると
考えています。メロディ・インターナショナルのビジネスは、このようにして「科
学技術の商用化」を行うことで、人々を幸せにすることだと思っています。
前職で会社を設立した当初は、商品はありましたが、市場が新しかったため、
2 年間は全く売れませんでした。学会の片隅を借りて展示したり、200 件の医療
機関を訪問したりしましたが、結果が出るには 8 年程を費やしました。今回も 6
年目にしてようやく端緒が見えてきたところです。
世界中の妊婦さん一人一人が私どものデバイスを持ち、医療機関と自治体が力
を合わせて妊婦さんの健康を見守ることのできる時代を夢見て、メロディ・イン
ターナショナルチームは技術開発とビジネスの仕組みづくりに邁進していきた
いと思っています。
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胎児モニタリングの歴史と遠隔モバイル胎児モニターの開発、そして世界展開
～ものづくり日本大賞受賞と JST より STI-for SDGs 理事長賞を受賞して～

香川大学瀬戸内圏研究センター
日本遠隔医療学会

原 量宏
特任教授
名誉会長

我々は、これまで 40 年以上にわたり胎児モニター（分娩監視装置）の開発に
取り組んできており、現在、世界で使われている大部分の胎児モニターに、我々
が開発した超音波を用いた胎児心拍数検出法（自己相関法）が組み込まれている。
その後、先進諸国では、ほぼすべての妊娠、分娩管理に胎児モニターが利用され
るようになり、先進諸国の周産期死亡率は大幅に下がり、その中でも日本は世界
で最も周産期死亡率が低い国となっている 1,2。

１．香川県の周産期死亡率が２年続けて全国１位（世界１位）を
実現するまでの道のり
特記すべきは、香川県の周産期死亡率は日本国内でも一番成績がよいことで、
香川県は妊婦にとって世界で一番安心安全な地域となっている。
毎年、厚生労働省から全国統計が公表されているが、四国新聞社（2016 年 5
月 2 日）によると、香川県の周産期死亡率が 2015 年と同様に出産 1,000 人あた
り 2.2 人、2015 年 2016 年と 2 年連続で日本 1 位（＝世界 1 位）であった。
1970 年当時の香川県の周産期死亡率は全国に比較し常にワースト 5 であった。
（1971 年の香川県の周産期死亡率は 11.5 で日本ワースト）そのため、香川県で
は 1980 年に新設される香川医大の開設に際して、文部省に対して要望を出し、
通常の産婦人科ではなく、周産期管理に重点をおく母子科学講座（現周産期婦人
科学講座）の開設、臨床のフィールドとして附属病院に母子センター（現在の総
合周産期母子医療センター）を設置することが認められた。母子センターの特徴
は、産婦人科医と小児科（新生児医）と小児（新生児）外科医が一つのチームと
して、妊娠中から新生児期までを、切れ目なく協力、連携することであった。現
在の日本の周産期医療では、チーム医療が当然のこととなっているが、当時は、
分娩後新生児に異常があった場合、はじめて新生児医、新生児外科医に相談する
ことが一般的であった。
私が 1980 年に香川医大に赴任した時に、最も力を入れたことは、胎児モニタ
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リングシステム（分娩監視装置）を分娩時だけでなく、妊娠中から継続的に利用
することにより、妊娠中の胎児の健康状態を常に監視し、胎児を元気な状態で分
娩させて、新生児医に引き継ぐことであった。さらに、リスクの高い妊婦は、分
娩した後に新生児を中核病院に緊急搬送（新生児搬送）するのではなく、妊娠中
に前もって中核病院に搬送（母体搬送）することであった。母体搬送では妊婦を
自家用車、タクシーなどで余裕をもって搬送できるため、新生児医が同乗する救
急車（ドクターカー）の利用が減るとともに、早産や緊急の帝王切開も減少し、
医療関係者の負担を減らすとともに、周産期死亡率を大幅に下げることが可能と
なった。
その後、厚生労働省は、香川県の周産期管理のあり方をモデルとして、全国各
県に総合周産期母子医療センターを 100 万人に 1 カ所をめどとして設置する方向
となった 3。
現在、香川県には、香川大学医学部附属病院と善通寺市の四国こどもとおとな
の医療センターの 2 カ所に総合周産期母子医療センターがあるので（50 万人に 1
カ所）、香川県は、妊婦にとって全国（世界）で最も恵まれた地域となっている。

２．日本に比較し発展途上国の周産期死亡率、母体死亡率は圧倒的に高い
図 1 に、世界の周産期死亡率（出生千対）の年次別の推移を示す 4。1970 年に
は日本の周産期死亡率 21.7 に対し、米国 27.8、ドイツ 26.7 であり、日本がや
や低いもののほぼ同程度であったが、
40 年後の 2010 年には、日本の 2.9 に対し、
米国 6.8、ドイツ 5.5 は両者ともほぼ 2 倍の値であり、日本の周産期死亡率低下
は著しく、圧倒的によい成績であることがわかる。母体死亡率に関しても、先進
諸国に比較し日本は最も低く、コンゴやラオスなど発展途上国では日本の 100 倍
以上の死亡率である。
このことは、先進国、特に日本による発展途上国への周産期医療での支援がい
かに重要かを示している。
これまで日本は、ODA や JICA の予算で、発展途上国に対して医療関連の支援
を行ってきたが、どちらかというと病院の建設や医療機器の援助、あるいは医師、
保健師、看護師などの現地への派遣が多かった。しかし、現在発展途上国の支援
で最も重要なことは、母体死亡、周産期死亡を減らすことである。
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【図 1】世界の周産期死亡率（出生千対）の年次別の推移

香川県においては、JICA 草の根技術協力プロジェクトとして、香川大学とタ
イ・チェンマイ大学、チェンマイ保健局の連携により、チェンマイにおいて、香
川県で開発してきた、モバイル胎児モニターの普及に取り組んできた。現在、
第 2 期プロジェクト（期間 3 年）が進行中で、これまでのチェンマイ大学周辺の
地域（医療機関 3 施設）からチェンマイ全域（医療機関 25 施設）に対象を広げ、
県全体の周産期死亡率を改善するという壮大なプロジェクトがスタートしてい
る。2019 年秋に 25 の医療機関全ての施設に分娩監視装置 iCTG を導入済みで、
産婦人科医の常駐しない 19 の医療施設から、LINE を使った妊婦の CTG 情報共有
システムにより、上位の産婦人科のいる 6 病院にデータが共有され、搬送（リフ
ァー）指示が出されている。また、アジア・太平洋電気通信共同体（Asia-Paciﬁc
Telecommunity、APT、総務省）の支援で、ミャンマー・カイン州でもモバイル胎
児モニターを用いた周産期プロジェクトに取り組み、大変よい成果を上げている。

３．超小型モバイル胎児モニター（分娩監視装置 iCTG）の開発の経緯
すでに述べたように、胎児モニターは 1970 年代に開発されたが、当時の装置
はかなり大きく重い（重さ約 10kg 以上）ため、必然的に病院据え置き型で、ま
た非常に高価な装置であった（図 2）。
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【図 2】開発当初の分娩監視装置 HEWLETT PACKARD 8041A 下
（上はメロディ・インターナショナル 分娩監視装置 iCTG）

その後 50 年近くが経過し、胎児モニターの改良が徐々に進み、本体部分の小
型化、本体と超音波振動子、陣痛計との間がワイヤレス化され、院内であれば妊
婦がトランスデューサ※1をつけたままで動けるようになったこと、装置をセント
ラルモニターに接続することにより、ナースステーションで複数の妊婦を同時に
監視できるようになったこと、最近は胎児心拍数パターンをインターネットで院
外の医師に送れるようになったことなどがあるが、依然として装置は据え置き型
のままで、基本的には妊婦は病院内でしか利用できない状態である。
そこで、在宅でも利用できるモバイルの胎児モニターが注目されることになる。
我々は、
1990 年代から 20 年以上一貫してモバイル CTG の開発に取り組んでいる。
当時は、小豆島のハイリスク妊婦を対象に、電話回線と音響カップラ※2を用いた
システムを用いていた（図 3）。
当時は、電話回線にデジタルの信号を送ることは禁じられており、通常の家庭
の電話回線に音響カップラを用いて胎児心拍数を送信していた。

※1

ここでは、胎児から得られるあらゆる情報を電気信号に変換するセンサー部を指す

※2

電気信号を音へ変換し、電話の受話器を通じて通信する方式で、インターネットの普及とともに使われなくなった
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【図 3】電話回線と音響カップラを用いたシステム

その後 ISDN 回線とモデムを用いたパソコン通信の時代を経て、インターネッ
ト、ならびに携帯電話、スマートフォンの普及にあわせて、小型のモバイルのシ
ステム（重さ 2.0kg）を開発した。これにより妊婦および医師が病院、診療所の
内外のどこからでも、胎児心拍数のモニタリングが可能になった（図 4）5,6,7,8,9。
【図 4】モバイル CTG（トーイツ）

ネットワークを用いた胎児心拍数伝送にあたっては、デジタル化に関して標準
化が必須であるため、日本産婦人科医会により胎児心拍数情報ファイル データ
フォーマット（1999 年）を規定している 10,11。

４．超小型モバイル CTG（プチ CTG）の開発のコンセプト
超小型モバイル CTG（プチ CTG）の開発にあたっては、従来の技術にとらわれ
ず、まったく新しいコンセプトに基づき設計した。
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1）モバイルかつクラウド型とし国内外どこからでも胎児心拍数を送れるように
する
2）胎児心拍数はデータセンターのサーバ上に記録する
3）記録用紙はなくし完全なペーパーレスを実現する
4）胎児モニターの電子回路は小型化し、超音波トランスデューサ、陣痛トラン
スデューサのケースの中に入れる
5）胎児心拍数、子宮収縮の表示とインターネットへの接続は、市販のタブレッ
トを利用する
6）超音波トランスデューサ、陣痛トランスデューサとタブレットの間は汎用規
格である Bluetooth 接続とする
7）電源としてリチウムイオン電池を利用し、コードレスでの使用とする（これ
により、電力供給の不安定な発展途上国でも利用しやすくなる）
この中で技術的に最も困難であったのは、胎児モニターの電子回路（超音波発
信・受信回路、胎児心拍数検出回路、すなわちアナログ回路とデジタル回路）を
小型一体化し、超音波トランスデューサのケースの中に入れることであった。

５．大学発ベンチャー企業「メロディ・インターナショナル」の設立
こういった全く新しいコンセプトに基づく、しかも医療機器の開発は大変リス
クが高いためか、既存の企業ではなかなか取り組みにくい傾向がある。そこで香
川大学と産学連携の形で、新たにベンチャー企業「メロディ・インターナショナ
ル株式会社（尾形優子 CEO）」を設立した（2015 年 7 月）。香川大学から、著者
と竹内康人客員教授（香川大学瀬戸内圏研究センター、40 年前横河ヒューレッ
トパッカード社で分娩監視装置開発を担当）が顧問として就任している。なお、
この二人は現在世界標準となっている分娩監視装置の基本原理の発明者でもあ
る。
全くゼロの状態から事業をスタートするため、多額の研究開発資金を必要とし
たが、幸い以下の補助金を獲得することができ、研究開発に専念することができ
た。
・香川県「成長のエンジンとなる分野創業支援補助金」
・総務省「ICT イノベーション創出チャレンジプログラム（I-Challenge!）」
・経済産業省「飛びだせ Japan! 世界の成長マーケットへの展開支援補助金」
・中小企業庁「商業・サービス競争力強化連携支援事業(新連携支援事業)」
その成果もあり、2018 年 5 月に「分娩監視装置 iCTG」の医療機器製造販売認
証を取得することができ、さらに 2018 年 6 月に「香川大学発ベンチャー」に認
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定された（図 5）。
【図 5】香川大学発ベンチャー企業として認定

左から、香川大学 筧善行学長、メロディ・インターナショナル 尾形優子 CEO、筆者

地方のベンチャー企業が医療機器製造販売の認証を得ることは至難の業とい
われている中で、会社設立後 2 年 10 カ月という短期間で認証を得たことは、ま
さに奇跡的ともいわれ、皆様のご支援の賜物と心から感謝している。
また「メロディ・インターナショナル」の入居する「ネクスト香川」（かがわ
産業支援財団）の同じ建物内に、医療機器の安全性確認に必須ともいえる「電波
暗室」があることも、大変幸運であった。

６．「まち・ひと・しごと創生会議」での事例発表
2018 年 11 月 21 日に首相官邸で開催された「まち・ひと・しごと創生会議」
に、メロディ・インターナショナルの尾形 CEO と一緒に招かれ、安倍首相（当時）
をはじめ菅官房長官（現首相）など関係閣僚の前で、これまで香川県で取り組ん
できた遠隔での妊娠管理、モバイル胎児モニターの完成と医療機器としての認証、
さらにそのグローバル展開に関して発表する機会を得た。会議終了後、安倍前首
相と、今後日本国内はもちろん、アセアン諸国から、アフリカ、中南米、そして
全世界に向けて展開していきたいことを直接お話しすることができただけでな
く、記念写真まで撮影することができたことは大変名誉なことと感じた。
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７．ものづくり日本大賞、「STI-for SDGs」理事長賞を受賞して
これらの技術的な貢献が評価され、2019 年 12 月に、内閣総理大臣表彰 第 8
回「ものづくり日本大賞」において、「経済産業大臣賞」を賜り、前述の竹内康
人教授（香川大学瀬戸内圏研究センター客員教授）、メロディ・インターナショ
ナルの尾形 CEO、二ノ宮 CIO、河野 CMO、技術者の國方氏、杉村氏と合計 7 人が
表彰された。2020 年 1 月 27 日に、ザ プリンス パークタワー東京にて開かれた
授与式では、梶山経済産業大臣より表彰状及び盾とメダルを授与された（図 6）。
本賞は、日本の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献
してきたものづくりの第一線で活躍する各世代のうち、特に優秀と認められる
方々を顕彰する制度によるものである。
【図 6】第 8 回ものづくり日本大賞 経済産業大臣賞 授賞式

2020 年 10 月には、JST（科学技術振興機構）により主催される「STI for SDGs」
アワードにて、香川大学、メロディ・インターナショナル、NPO 法人 e-HCIK（イ
ーシーク）が、栄えある科学技術振興機構理事長賞を受賞致した。表彰された取
り組みは「超小型モバイル胎児モニターを用いて安心・安全な妊娠・分娩を実現
する」もので、一貫して私どもが取り組んできた内容を評価いただいた。
「STI for SDGs」アワードとは、未来共創推進事業の一環として、科学技術イ
ノベーション（Science, Technology and Innovation：STI）を用いて社会課題
を解決する地域における優れた取り組みを表彰する制度である。SDGs（持続可能
な開発目標）に正面から取り組んできた内容が、評価され大変光栄なことと感じ
ている。
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８．分娩監視装置 iCTG の構成と実際の使い方
モバイル胎児モニター「分娩監視装置 iCTG」は、胎児心拍数を検出する超音
波トランスデューサと子宮収縮（陣痛）を検出する陣痛トランスデューサ、タブ
レット、および制御用ソフトウェア一式から構成される。制御用ソフトウェアは
付随するタブレットにインストールされる。トランスデューサとタブレット間の
情報伝達は Bluetooth で接続される。タブレットに送られた胎児心拍数と子宮収
縮の情報は、医療機関内、あるいは家庭内の Wi-Fi、もしくは 3G/4G（LTE）のモ
バイルネットワークを経由してインターネット網に接続される。
1970 年代の胎児モニターは、15kg（台車を含めて）以上あったので、分娩監
視装置 iCTG の重さ 300g（二つのトランスデューサ合計）と比較すると、ほぼ 1/40
～1/50 程度まで軽量化されている。
実際の使い方としては、ハート型の超音波トランスデューサを妊婦の腹壁にお
き、胎児心拍の音が聞こえてくる場所をさがすことにより、大変容易に胎児心拍
数変動を検出できる。トランスデューサの重さはスマートフォン程度で完全コー
ドレスなので、妊婦は腹壁に装着しながらでも容易に移動できる。
モバイル環境でインターネットに接続できれば、医療機関内、家庭内はもちろ
ん、自動車、鉄道での移動時、あるいは救急車の中でも安定して利用可能である。
もちろん海外に関しても、これまでタイ、ミャンマーなどアセアン諸国、南アフ
リカ、ザンビアなどアフリカ諸国でもテスト済みであり、インターネットに接続
できれば、世界中どこからでも利用可能である。

９．電子カルテの時代に則したクラウド型、
完全ペーパーレスの分娩監視装置 iCTG
現在医療の分野では、電子カルテが急速に普及しつつあり、完全なペーパーレ
スが原則となりつつある。また、最近の電子カルテは医療機関内にサーバを置か
なくてよいクラウド型が主流となっている。
従来の胎児モニターでは紙の記録用紙が原則であり、最近の機種でも紙の記録
計が内蔵されている。記録用紙の保存は大変スペースを取るため、医療機関では
大きな負担となっているが、ペーパーレス化はなかなか進んでいない。また紙の
記録用紙では、後で必要な胎児の心拍数を探し出すのも大変手間が掛かった。
分娩監視装置 iCTG では、設計の段階から紙の記録をなくすことを大前提とし
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ており、クラウドのサーバ上に、標準フォーマットでの保存（半永久的）を原則
としているため、医療機関での保存スペースを必要とせず、いつでも必要な胎児
心拍数を容易に取り出せるようになっており、まさに時代の流れを先取りしてい
るといえる。

１０．おわりに
分娩監視装置 iCTG はクラウド型であり、インターネットに接続できれば、世
界中どこでも利用できることが大きな特徴で、近未来に、全世界の胎児のデータ
を管理することも、技術的に十分可能である。その場合、扱う CTG データの数が
膨大になるので、サーバ上に AI による自動診断機能を実装することが必須で、
医療のビッグデータ収集の最適なモデルになると思われる。
最近、モノのインターネット（IoT、Internet of Things）とよく言われるが、
全世界の胎児をネットワークで管理する、胎児のインターネット（IoF、Internet
of Fetus）をぜひとも実現したいと考えている（図 7）12,13,14,15。
【図 7】胎児のインターネット（IoF、Internet of Fetus）
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バックナンバー

【2018 年発行分】

発行日

No.

タイトル

執筆者

18.01.29
09. 9.25

18-01
09-24

認知症にやさしい図書館に向けて
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 「超高齢社会と図書館研究会」の実践 ～

09. 9.30
18.02.26

09-25
18-02

（寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
フレイル予防を基盤とする健康長寿のまちづくり

09.10.30

09-26

（寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点

18.03.27

18-03

09.11.30

09-27

山形県酒田市における地域医療連携推進法人
「日本海ヘルスケアネット」
（寄稿）医療機関再起に向けた新手法

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
筑波大学 図書館情報メディア系
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
知的コミュニティ基盤研究センター
税理士
高橋 琴代
教授 呑海 沙織
編集主幹 市川 剛志
編集主幹
市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
寄稿 税理士
東京大学加藤 友彦
高齢社会総合研究機構
編集主幹 市川 剛志
教授 飯島 勝矢
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
税理士
編集主幹
市川加藤
剛志友彦
寄稿 地方独立行政法人
編集主幹
市川 剛志
山形県・酒田市病院機構
執筆 センチュリー法律事務所
理事長 栗谷
弁護士
住田 義樹
昌弘

～事業再生ＡＤＲの適応性について～

18.04.16 18-04 平成30年度介護報酬改定の意味するもの
編集主幹 市川 剛志
（注）☆：Education
note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation
note、その他はHealthcare note。
介護－医療の連携から
寄稿 社会医療法人愛仁会
高槻地区事業統括部長
坪 茂典
18.05.21

18-05

ヘルスケア産業に押し寄せるデジタル化の波

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社野村総合研究所
コンサルティング事業本部
グローバル製造業コンサルティング部
ヘルスケア産業グループ グループマネージャー
田口 健太

18.06.18

18-06

限られた資源を有効活用する
地域医療連携体制の構築と現状の把握

編集主幹 市川 剛志
寄稿 慶應義塾大学医学部
医療政策・管理学教室
助教 高橋 新
教授 宮田 裕章

18.07.17

18-07

透析医療と取り巻く環境変化と今後の展望

編集主幹 市川 剛志
寄稿 野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー
プロダクト・ソリューション部
課長 門脇 康通

18.08.20

18-08

福祉業界に新しい価値を生み出す
エムダブルエス日高のイノベーション

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社エムダブルエス日高
代表取締役社長 北嶋 史誉

18.09.18

18-09

介護記録の電子化
〜 失敗しないためにすべきこと 〜

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会福祉法人福智会
特別顧問 吉岡 由宇

18.10.31

18-10

アジア健康構想｢日越ヘルスケアブリッジ｣への事業提案
～ 外国人技能実習制度を活用した取組み ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会医療法人愛仁会
事務部長 山村 智和

18.11.26

18-11

自滅する介護と笑顔で成長する介護

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人こうしゅくゼロ推進協議会 副代表
スマイルストーン合同会社 代表
石橋 弘人

18.12.21

18-12

近森病院精神科部門の再編成について

編集主幹 市川 剛志
寄稿 社会医療法人近森会
理事長 近森 正幸
近森病院総合心療センター
副看護部長 武田 直子
同 デイケア （メンタル・パティオ）
室長 川渕 忠義
訪問看護ステーションラポールちかもり
所長 杉村 多代
社会福祉法人 ファミーユ高知
高知ハビリテーリングセンター
センター長 西岡 由江
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【2019 年発行分】

発行日

No.

タイトル

19.01.28
09. 9.25

19-01
09-24

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
～ 事業者連携による協働体制の構築 ～

執筆者

19.04.15

19-04

「出資持分承継について」
～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

19.05.20

19-05

飯塚病院における新看護提供方式
～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社麻生 飯塚病院
副院長兼看護部長
森山 由香

19.06.24

19-06

認知症における音楽療法とその効果

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事
メディカルクリニック柿の木坂 院長
東京女子医科大学 名誉教授
岩田 誠
独立行政法人国立病院機構
京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士
京都認知症総合センター 音楽療法士
一般社団法人臨床音楽協会 理事
飯塚 三枝子
株式会社フェイス グループ戦略推進本部
音楽医療事業 リーダー
中務 佐知子

19.07.22

19-07

痛みの可視化

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ
受託試験部 医学博士
夏目 貴弘

19.08.19

19-08

患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長
聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師
東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師
中西 智之
集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医

19.09.17

19-09

セントラルキッチン導入による効果と課題

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画
セントラルキッチン事業部 統括責任者
松本 まりこ

19.10.28

19-10

地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット

編集主幹 市川 剛志
寄稿 栃木県知事 福田 富一
栃木県医師会長 太田 照男
地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット
代表理事 上中 哲也 （日光市副市長）

19.11.25

19-11

「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」
～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
株式会社メディカルシステムサービス
事業開発部 次長
福原 亮

19.12.23

19-12

自宅でできる！
オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リモハブ
代表取締役 CEO
谷口 達典

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
株式会社メディカルシステムサービス
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
メディカルシステムサービス事業開発部
次長
税理士
高橋 琴代
一般社団法人ワムタウン推進本部 理事
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
福原 亮
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案
編集主幹
市川加藤
剛志友彦
税理士
Society5.0実現に向けた AXR の応用
寄稿 東京大学大学院
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
医学系研究科
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
教授 小山 博史
税理士 加藤 友彦
19.03.18
編集主幹 市川
剛志
09.11.30 19-03
09-27 「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える
（寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志
～
フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～
寄稿 センチュリー法律事務所
資生堂ジャパン株式会社
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆
美容戦略部
弁護士
住田 昌弘
ライフクオリティー推進グループ マネージャー
医学博士
介護福祉士
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare
note。
池山 和幸
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【2020 年発行分】

発行日

No.

タイトル

20.01.27
09. 9.25

20-01
09-24

地域ニーズを見据えた介護事業戦略
（寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について
「全世代型」の社会保障アプローチへの転換

執筆者

20.04.20

20-04

医療ツーリズムと医療の国際化
この10年の変遷から今後を占う

編集主幹 市川 剛志
寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授
多摩大学大学院 特任教授
真野 俊樹

20.05.25

20-05

新たな病院建築・運営に挑む
長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人是真会
長崎リハビリテーション病院 理事長
栗原 正紀

20.06.22

20-06

地域連携広報の必要性
「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院 地域医療連携部 部長
十河 浩史

20.07.20

20-07

高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援
～ 地域共生社会における化粧の役割 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部
ダイバーシティ＆インクルージョン室
エンパワーメントサポートグループ
池山 和幸

20.08.31

20-08

公平な医療サービスの提供を目指して
痛みの見える化の試み

編集主幹 市川 剛志
寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科
特別研究推進講座 MRI 協働ユニット
痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座
特任教授(常勤)
中江 文

20.09.28

20-09

ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営
～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部
山本 竜也

20.10.30

20-10

『足指着地で健康な体に変えていく』
～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～

編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長
髙橋 毅

20.11.30

20-11

ウィズコロナの時代の病院経営

編集主幹 市川 剛志
寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長
豊岡 宏

編集主幹 市川
剛志
編集主幹
市川 剛志
寄稿 税理士法人
富田ケアセンター有限会社
執筆
山田＆パートナーズ 医療事業部
代表取締役社長
税理士
高橋 琴代
山中 祥吉
09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について
編集主幹 市川 剛志
20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価
編集主幹
市川 剛志
執筆
税理士法人
山田＆パートナーズ 代表社員
日本および海外における潮流とその背景
寄稿 税理士
株式会社スーペリア
加藤 友彦 代表取締役
一般社団法人日本ペイシェント・
09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点
編集主幹 市川 剛志
エクスペリエンス研究会 代表理事
執筆 税理士法人 山田＆パートナーズ 代表社員
曽我 香織
税理士 加藤 友彦
東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授
09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法
編集主幹
市川 剛志
東海大学総合医学研究所
所長
～事業再生ＡＤＲの適応性について～
執筆 センチュリー法律事務所
一般社団法人日本ペイシェント・
弁護士
住田 昌弘
エクスペリエンス研究会
理事
安藤 潔
（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。
20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性
編集主幹 市川 剛志
寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長
あをに工房合同会社 代表社員
中山 久雄
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本資料に含まれる情報がもたらす一切の影響、本資料の内容に関する正確性、
妥当性、法務上のコンプライアンス等につきましては、野村ヘルスケア・サポート
＆アドバイザリーはその責を一切負いません。本資料中の記載内容における各
種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱
いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等の欠落・誤謬などに
つきましては、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはその責を一切負いま
せん。本資料は、お客様が経営判断を行うに際して参考となると考えられる情
報の提供を目的としたものです。経営判断における最終意思決定はお客様自身
で行われるものであり、野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリーはこれに対
する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際して
は、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。
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周産期医療における遠隔医療
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