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(C) 手塚プロダクション 許可を得て使用

手塚治虫作「ブラックジャック」短指症(1983)より

1983作品より





2018年

On going projects



東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

治療の効果向上とリスク低減のために、
情報統合が行える単体医療機器
スマート治療室SCOTを開発する
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SCOTプロジェクトの目的

• 基本手術機器のパッケージ化

• 手術室のネットワーク化

• 術中意思決定支援のためのインフォ化



TV東京：ワールドビジネスサテライト (2016)
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情報誘導手術から
information-guided surgery

外科医の新しい目
外科医の新しい脳

精密誘導治療の実現
Precision-guided therapy
＋外科医の新しい手



東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

主目的１：SCOTによる手術室のパッケージ化
-空間を提供するだけの手術室から単体医療機器としての治療室へ-

種々雑多の機器

術中
MRI

外科用X線
超音波診断

装置
超音波
血流計手術ナビゲーション

システム

生体情報モニタ

神経機能
検査装置

手術
顕微鏡

手術
内視鏡

電気メス
麻酔器

手術台 無影灯

パッケージ化による単一医療機器としての治療室を開発

選定（基本手術機器＋術中画像診断機器＋各科各疾患特有機器）＝パッケージ化

術中画像 術具位置 患者生体信号術野映像基本機器
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

従来の工場オートメーションFA

生産管理A 生産管理B 生産管理C 工程管理A 工程管理B 工程管理C

稼働監視A 稼働監視B 稼働監視C 不具合解析A 不具合解析B 不具合解析C

Robot Machine 
Tool PLC Operation 

Panel

工場内の各種装置が各々の生産管理・工程管理・稼働監視・不具合解析ソフト
を有する複雑なシステム
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

ORiN 導入後の工場オートメーション
(Open Resource interface for the Network)

工場内の各種装置に対し、メーカ、機種の違いを超え、
統一的なアクセス手段と表現方法を提供する通信インタフェース

生産管理 工程管理

稼働監視 不具合解析

Robot Machine 
Tool PLC Operation 

Panel

ORiN
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

術中MRI

外科用X線
超音波診断

装置
超音波
血流計手術ナビゲーション

システム

生体情報モニタ

神経機能
検査装置

術中画像装置 術具位置データ 患者生体データ

手術
顕微鏡

手術
内視鏡

術野ビデオデータ

電気メス
麻酔器

手術台

基本機器データ

無影灯

共通オンラインインタフェースを開発・異種術中データをネットワーク化

異種情報統合
ナビゲーション

手術室情報
統合表示・
工程管理

デバイス
稼働監視・
不具合解析

手術支援ロボット
誘導システム

SCOT＝ パッケージ化手術機器 ＋ ネットワーク化機器保有術中データ

手術の
因果関係

解析
データベース

時間同期されたスタンドアロン機器 保有データを出入力できる

主目的２：SCOTによる手術室のネットワーク化
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東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

・リアルタイムに動く手術室情報（画像、生体情報等）を好みのレイアウトで提示。
・保存した手術情報を検索し、手術を振り返り。
・手術室機器を入替えても、最新の手術室情報を統合管理、同一レイアウト提示。

サーバー

過去～未来にわたり、医師の選択した機器の情報を統合・記録し、スマート＆リアルタイムに共有できる手術室
OPeLiNKによる情報統合コンセプト

アプリ

エンジン

プロバイダ

ナビ

・・・

無影灯

手術ﾛｸﾞ解析・・・ﾃﾞｰﾀ検索・ﾚﾎﾟｰﾄ作成。
戦略ﾃﾞｽｸ・・・医局などでの手術モニタ用アプリ。
ｺｯｸﾋﾟｯﾄ・・・手術室での情報絞込み提示用アプリ。

戦略ﾃﾞｽｸ

ｺｯｸﾋﾟｯﾄ

OPeLiNK

IHB C D E FA

手術
ﾛｸﾞ
解析

戦略
ﾃﾞｽｸ

コック
ピット

治療ロ
ボ操作

G

各種モニタ
（生体情報, 筋電, 脳波） 各種治療ロボット

（HIFU, 穿刺,器械出し看護師）

データアップデート

情報を収集
データ吸上げ

指示 制御

各種映像
（顕微鏡, 内視鏡, ｶﾒﾗ）

電気刺激
装置
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OpeLink






東京女子医科大学 先端生命医科学研究所2014/9/30

国際的にも優れた悪性脳腫瘍治療成績
– 初発神経膠腫 ５年生存率

• GradeⅡ：89.6％ (全国平均 68.3％）
• GradeⅢ：74.5％ (全国平均 26.1％）
• GradeⅣ：18.8％ (全国平均 7.0％）

第66回日本脳神経外科学会総会
– 再発までの期間(WHO Grade Ⅱ神経膠腫）

• Johns Hopkins: 4.6y, UCSF: 5.5y , 女子医: 7.5y
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outcome
悪性脳腫瘍のためのインテリジェント手術室



手術室の運用管理
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手術室マネジメントサービス

術前・受中・術後に対応した『オール・イン・ワン』キット

デジタルピッキングシステムなど各種機器を用いて、業務の効率化を支援

手術計画から収益管理・業務の可視化・改善提案まで、

全体を見据えてサポートできる仕組みとサービスをご提供いたします。



Dr Aセット
頻度 ５回/月
医材費用 ◯円
収益率 ◯％
手術成功率 X%

Dr Bセット
頻度 ８回/月
医材費用 □円
収益率 □％
手術成功率 XX%

Dr Cセット
頻度 ２回/月
医材費用 △円
収益率 △％
手術成功率 XXX%

医材管理と医療評価



手術室での安全管理

ガーゼの体内遺残
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ICタグ付ガーゼ読取システム

遺残と不安を残さない。



•日本人の変化

•医療者の変化

•医療対象者・医療システムの変化

2040 医療を取り巻く環境



国際社会の中の日本の現状

アメリカ
入院費用 公立 12～36万円/日、私立一般 28万円/日
集中治療室 465万/日 （2013年、ニューヨーク公立病院 AIU資料）

手術代 盲腸 120～210万円 （2013年、ニューヨーク公立病院 AIU資料）

貧血・メニエール 2日 367万円（2013）
肺炎 4日 383万円（2014）

ジェイアイ傷害火災HPでの事例



5年生存率 ７％の悪性脳腫瘍

• 米国（保険加入率60％）
• 保険加入者：保険が認定した治療のみ保証

• 最新治療：自己負担で行うか臨床試験に入るか

• 患者・企業からのdonationで病院は豊かに運営

• 企業開発を主体とした複数の臨床試験

• 英国
• 保険加入者：保険が認定した治療のみ保証

• 全額保険会社が負担

• 7％のための医療は認めず、手術せず放射線化学療法

• 終末期医療への早期の移行

• 英国全体での脳外科医の数を規定



• 国民皆保険を基本に収入に応じて加入するプライベート保険

（加入者 15％）

• 治療を受けたい医者を選ぶ権利

• 保険会社（第三者機関）が診断、セカンドオピニオン、病院紹

介、情報提供

• 患者データは第三者機関に提出→データ開示

• （1000ユーロ/一人の罰金）

• 学部教授と臨床教授

腕のいい医者・質の高い施設が見える

5年生存率 ７％の悪性脳腫瘍

南和友先生 基調講演より抜粋

ドイツ



均一・平等に配分・開発される
べき医療

予防・未病医療

遠隔医療
（終末期、地域医療）

先鋭・特殊化された医療

精密手術、先端医療

日本独自の特殊性を生かした
医療

Nano medicine
Molecular medicine
Photodynamic medicine

５G導入後 継続・非連続におこる医療開発



Terminal Care Experience
- Life Concierge Service 

All right reserved Eagle Matrix Consulting Co., Ltd.



Initial Period Transition Period Late Period

Patient

Family

Doctors, Nurses, 
Helpers

Reducing anxiety

Scene 1
Meet the 

Support team

Alleviating Pain

Scene 2
An Informal 
Follow-up

Control own schedule

Scene 3
Open Calendar

Own time

Scene 4
Secure Travel

Making time

Scene 5
Tele-health

Inner Peace

Scene 7
Sharing 

Conditions

Contribute to 
Society/Others

Scene 6
Pass the Wish

Barrier 
Free

Normal 
Lifestyle

Special 
Time

Provide emotional support

Provide support to avoid unnecessary risks 
and accidents

Removing 
anxiety and 
providing 
support

Reducing anxiety
Lend a supportive hand

Helping to come to terms

Alleviating pain 
as much as 

possible

Time as a 
family

Monitor 
progress

Come to terms

More people 
to help

Coming to terms / 
Learning to accept

Terminal Care Experience

Control over own time

Defining consent
• Own Consent
• Family’s Consent



What:

Scene 1: Meet the Support team

• Home Care Providers initiate Terminal Care by counselling 
patient and families. 

• Terminal Care kits, including remote monitoring equipment, 
refrigerators with an inventory management system, 
syringes and other required medical equipment to provide 
the highest quality of palliative support.  

• A team of people and technologies that will support the 
patient in their end of life care.

How:
• Manage the status of patients and the overall therapeutic 

environment through remote monitoring. 
• Refrigerators and medical equipment with drug inventory 

management systems and sensor devices.
• Automatically updated To Do Lists and Open Calendar 

applications to allow family and care givers to administer 
services on time.

Where:
Patient’s Home

Value:
Reducing the anxiety of patients that enter Terminal 
Care by a combination of human and machine 
services to provide counselling and support to 
patients, helping them to “Come to terms / Learn to 
accept” their condition.

TBH：technologies and service
• 各種デバイスの入手、自宅での見守り機能の準備

• 簡易自己診察セット、郵送用キット



Scene 2: An Informal Follow-up

What:
• Electrocardiogram, blood pressure and heart rate are 

remote monitored by care providers in real time. 
• Medication and prescriptions are monitored allowing for 

the patients and care givers alike to keep abreast of sudden 
changes in health condition and the implementation of day-
to-day treatments providing the patient with peace of mind.

How:
• Data from small devices and sensors is shared securely via 

the Internet.
• A Support Team of doctors, nurses and care providers share 

the patient’s data.
• Ai-Mat (Jap: あいマット) confirms whether the patient is 

sleeping peacefully and maintains the benchmark standard 
for palliative care monitoring.

Where:
Patient’s Home

Value:
Doctors, nurses and care givers continually monitor the 
patient’s pain control in real-time, determine needs and 
control the system accordingly further supporting the 
patient’s end-of-life time and preparations.

TBH：technologies and service
●安眠監視技術：体音(脈度・呼吸度・
いびきの成分)や体動(離床・体位変換)
をモニタリング



Wearable device: Calm

安全管理
パイロット
深夜バス運転手
ﾊｲﾘｽｸ産業

健康管理
企業職員



Scene 3: Open Calendar

What:
• Terminal care implies limited time – to enable the patient to 

do all the things that they want to do, the support team can 
share an Open Calendar.

• If/when the patient wants to “go on holiday”, a Life 
Concierge service would make all the necessary 
arrangements, (including) chaperoning care providers at the 
holiday destination, coordinating medicine supplies and 
arrange the schedule to match any hospital time required.

How:
• Life Concierge Service outside primary care.
• Aligning the schedules of doctor’s appointments, medicine 

scheduling, doctors, nurses, pharmacists, care workers 
(etc.).

Where:
Patient’s Home

Value:
All concerned healthcare providers would share and 
follow the patient’s Open Calendar to keep track of 
their roles and other services that the patients is 
undergoing/undertaking.  Planning and supporting 
the patient’s control over their own time.

TBH：technologies and service
●オープンカレンダー：患者と家族、医師、
支援者がコンディションやデマンドを共
有するコミュニケーションサービス



Scene 4: Secure Travel

What:
• Option to select a chaperoning care worker or helper for 

the duration of the holiday. Real time support based on 
continuous monitoring of patient’s health and vital data 
through remote sensing devices.

• Advice on how to acquire required medication anytime, 
anywhere. Health Records can be made available to 
hospitals and emergency services around the world, 
through custom care provider support offices.

How:
• Sensor devices remain active 24/7 during travel and also 

while sleeping.
• Mobile device sensors and smartphone camera image 

processing to monitor visual symptoms like onslaught of 
jaundice.

Where:
At holiday destination

Value:
Related staff monitor and support the patient’s 

journey to ensure that the patient has an enjoyable 
holiday.

TBH：technologies and service
●アドホック医療チーム形成支援サービス：ニーズに応じ
て適宜医療チームを調達できるリソースマッチング技術
と機材運用マネジメント
●小型省電力ガスセンサー：呼気成分を簡易にモニタリ
ングする



Recon HPより引用

Grass wear : Recon / Intel



Scene 5: Tele-health

What:
• Remote monitoring and remote diagnosis kits enable the 

patient to reduce time spent in the hospital.
• Video link image processing and sound sensors keep track 

of the patient’s visual symptoms and breathing and sleep 
condition, enabling care providers to keep tab on the 
patient’s condition in real-time.

How:
• Jaundice detection video/image processing system
• Sound sensors to monitor sleep patterns and conditions
• Sensor data is uploaded to monitoring stations in real-time
• Manuals and kits for any tests and monitoring that can be 

done at home to be provided to family and care providers

Where:
Patient’s Home

Value:
By reducing the time wasted in hospitals waiting for 

tests, tele-health can provide greater efficiency in 
realising the patient’s control of their own (limited) 
time.

TBH：technologies and service
●医療画像フィルタリング技術：で黄疸変化を通じ
た遠隔問診を支援するための顔画像表面の強調
フィスター







Scene 6: Pass on the Will

What:
• Remote monitoring and remote diagnosis kits enable the 

patient to reduce time spent in the hospital.
• Video link image processing and sound sensors keep track 

of the patient’s visual symptoms and breathing and sleep 
condition, enabling care providers to keep tab on the 
patient’s condition in real-time.

How:
• The patient can leave comments, notes that would only be 

made public after their death
• Organ donation declarations can be prepared based on a 

full check up of all the organs that are eligible for donation

Where:
Patient’s Home

Value:
The peace of mind knowing that all their wishes will 

be taken care of properly as per their Will, Life 
Concierge can facilitate the involvement of third 
parties to undertake this service.

TBH：technologies and service
●相続・遺言のデータ預かり、アセットマネジメント
サービス
●臓器提供意思管理及びマッチング、トレーザビリ
ティサービス



Scene 7: Sharing Conditions

What:
• The family of the patient can monitor and keep track of the 

patient’s condition timeline looking out of alerts and 
unexpected changes.

• All this made possible without affecting the well-being of 
the patient.

How:
• Application to display the patient’s date as a timeline
• Sensor device data to be uploaded onto the timeline in real-

time

Where:
Patient’s Home

Value:
The family can look after the patient and start to 
accept the inevitable. 

TBH：technologies and service
●センサーノードネットワークとみえる化技術：各種
デバイスのデータを一限集約するネットワークミド
ルウェア、ＤＢ、可視化表現技術



wearable device selection
where ?
how ?
which?



Unsorted data
Data cleaning Data mining find algorithm

Statistical analysis

Mahalanobis distance 
from cluster A and B 
for unknown sample

BIG DATA ANALYSIS

非統合 統合



Terminal Care → DM project in UK
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