
医療・ヘルスケアデータの蓄積と活用は進むのか？ 

「何を見て、何をして、その結果どうなったということ、それが重要ではないでしょう

か。それをフィードバックし、戻すことが大事です。」 

   

櫻井：海外では、バイタルデータを収集し健康管理に役立てる取り組みが本格化していますが、

日本ではいろいろな制約の中、なかなか進まないという状況があるように思われます。 

これまで杉本先生には、沖縄オープンラボラトリにおいて 2回のご講演をいただきましたが、日常

のヘルスケアや医療、医薬について、今後ラボで共に取り組める事が無いか、お話の中で見出し

ていきたいと思います。 
   

杉本：これまでの患者のための取り組みは、実は

健康な方にも有効であると分かってきました。 

生体情報を集めるビッグデータや可視化の取り組

みは、集めて見えるところ止まりで、その判断がで

きないという壁に突き当たっています。 

これまで取り組んできた、手術支援ロボットや、3D

プリンタでの臓器造形、バーチャルリアリティは、

データを分かりやすく伝えるという点において、一

般の健康な人に病気の怖さを知ってもらうというこ

とにも有効であると感じています。 

データ活用はその目的が大切です。医者はどうし

ても病気を対処することを目的としますが、病気に

ならないこと、もっと言えば健康促進に使えるよう

にすることが大事です。 

 

 

 

伊藤：例えば食事の写真を撮って、分析し、何に気を使ってこういう食事を出してくれたのか、妻と

会話するような事ができないかと思っていました。 

例えば、調理の過程を動画解析してみる等、IoT時代において、技術と応用の組み合わせ議論が

まだまだ足りないと感じています。 
 

山下：スマホのカメラは人間が見えている以上の情報を認識しています。 

フィルタリング技術によっては鼓動（脈拍）が分かり、例えば政治家のスピーチなどで「嘘ついてい

るの？」などが、わかる技術があると聞いています（笑） 

今、撮っておくことで、数年後の技術により新たに分かることが出てくるかもしれません。 



鈴木：画像認識技術は日々進歩しています。 

走行する車の識別や商品の判別など撮影の対象

物によりチューニングが必要になります。ディープ

ラーニング(機械学習)の手法を進めていけば大量

のデータからの知見により血管が詰まる兆候など

の検知が可能になるのではないかと思うのです

が。 

 

 

 

櫻井：新生児にセンサーを付け、そのデータが貯まったことで、傾向が見えるようになり、救えるよ

うになってきているというレポートを見たことがあります。 

特化した領域では、ディープラーニングのような手法も使われるようになってきているのではない

かと思います。 
 

山下：大量のデータを貯めるときのコストをどのように考えるかは大事だと思いますね。バラバラ

のビジネスとして考えるとなかなか難しいのではないでしょうか。 

クロスして処理するときの事を考え、最初の大きなコストを負担してくれる人は誰なのか？というこ

とは大事な事だと思います。(資産家なのか、国なのか、民間なのか) 

コストは下がっていると言っても、セキュリティまでをコストとして考えるとまだそんなに安くはありま

せん。 
 

櫻井：今、ビットコインのブロック・チェーンの研究をしています。 

1つの場所に置いておくと強力なセキュリティを施さなければいけませんが、あの分散して置いて

おくという手法は実は有効ではないかと考えています。 
 

山下：マイナンバー制度が始まりますが、実は、元の番号と配る番号は別々で間に連携する仕掛

けがあります。お互いに番号を知らないけれども、つながる 

システムになっており、将来的に民間に開放する話が検討され始めています。 

この先、電子カルテのような医療分野でも使えるようになるのではないかと思います。 
   



伊藤：データ利用時、制約が多すぎ、うまく利用で

きないということが起きないようにしなくてはなりま

せん。 

メタ化をする技術が進み、目的ごとにデータの分

解ができ、ある時は横串でビッグデータとして扱

い、ある時は、縦軸で、個人情報として取り扱えな

ければいけないと考えています。 

このようなデータを自在に使い分ける仕組みがな

いと普及しないのではないかと思います。 

 

 

 

鈴木：個人のデータを個人しか見られないようにするのではなく、利用側は統計情報として一部利

用し、保管側は管理できるがデータは見られないというような、三者間暗号が重要になると考えま

す。三者間暗号はまだ確立していませんが、このような保障の仕組みを解決しなければなりませ

ん。 
 

櫻井：DNAの解析サービスがいくつか始まっていますが、アウトプットがまちまちで定まっていな

いように思えます。広く受け取れる言い方ではあっても、記号でしかなく、結果は示していないです

よね。 
 

杉本：まだどのように使えるのかはっきりとはわかっていません。 

私は、その人がそれを見て、「何をしたか」だと思うのです。 

何を見て、何をして、その結果どうなったということ、それが重要ではないでしょうか。それをフィー

ドバックし、戻すことが大事です。 

例えば、ヨーグルトを食べると癌になりにくいという事が仮にわかったとします。それをアシストでき

るところまでできることが大事だと思います。 
   

山下：今の話で安眠ポータルというのを思い出し

ました。枕の下にセンサーを置き、寝苦しい夜に

いかに安眠ができるかということについて匿名で

データをサイトにアップします。 

コミュニティと各種センサー（メーカー）に、専門家

のコンサルまでが組み合わされれば機能する場

合が増えそうです。 

 

 

 



杉本：使い方を押し付けていることが多いですよね。多くの人は、言われたことしかできず、それで

止まりのため、サービス価値が薄くなっているのが惜しいですね。 
 

山下：最近はコミュニティの意見を聞き、製品の改良や開発を行うという機運があります。ユーザ

ー側からの提案をもっと公共性のある目的で使ったらどうかと思います。 
 

櫻井：循環型になっていないのが日本の弱いところですね。 

医療・ヘルスケアのポータルが求められる 

「たくさんある薬局を訪問ステーションのようにするという考えがあります。薬剤師な

ら医療行為になる前に医者に提案することもできます」 

 

山下：認知症のテストがパソコンと回線があればできるらしいのですが、お医者さん、または認定

を受けた所でしかできず、家庭でできないため、普及しないと話を聞きました。 

このように、医療業界のビジネスモデルの壁があり、前に進まないという話をよく聞きます。 

ケーブルテレビが普及している山口県で、買い物が不便な限界集落の高齢者向けに、コールセン

ターとそこにつながるボタンを、山口大学の学生がボランティアで付けた取り組みがあります。 

TV電話から呼び出しがあると、大学生がカメラを持って、おばあちゃんの指示で買い物をするサ

ービスです。 

その時に、顔色悪いなと気づくことがあるらしいのですが、そこからは医療行為となるため、うまく

つなげることができません。一度電話を切って、おばあちゃんから電話してもらうしかないらしいの

です。 

技術的にはつなげることはできても何もできない。医療行為の壁を感じる、すごくもったいない話

のように思います。 
 

杉本：薬局は今やコンビニよりも多いといわれています。 

訪問看護は資格がないので薬を出せないし、判断はできません。しかし、薬剤師は医者の判断を

仰ぎはしますが、薬を出せ、投薬の変更提案もできます。 

あまり知られていませんが、法律上、血圧や脈は誰でも測れます。しかし、正確に測れなくてはい

けません。 



元外科医で、薬局経営をしている友人が、薬剤師

に血圧や脈、心臓の音を計る講習会を定期的に

行い、認定証のようなものを出しています。 

最終的には医者に診てもらうとしても、その入り

口として、たくさんある薬局を訪問ステーションの

ようにするという考えがあります。 

薬剤師なら医療行為になる前に医者に提案する

こともできますから、先ほどのような事案にも有効

だと思います。この友人は、この取組がきっかけ

で、国の医薬分業のきっかけを作りました。薬剤

師は、「自分達は 6年もかけて免許をとったの

に、指示を仰いでばかりで立ち入れないのか」と

いうジレンマが解消され、「患者に触れられる」と

いう喜びにつながるわけです。 

 

  

MR と言って製薬企業に所属し商品アピールなどで活躍している薬剤師がたくさんいます。薬局や

病院に勤めても患者に触れられないというジレンマや触ってはいけないという風潮があり、そちら

に進むことも多いようです。薬剤師と看護師という国家試験の免許をとった人たちのキャリアはも

っと活かすべきなのです。 

看護師さんは病院に勤めていらっしゃる場合がほとんどですが、保健所に保健師さんがいます。 

保健師さんは、実は、看護師の免許よりも上なのです。保健所にいる看護師さんは凄く社会的地

位も高いけれども、衛生とか、統計しかやらない。 

本当は看護や患者さんに還元できることもやりたいと思っています。 
 

山下：最大の壁となっているのは何でしょうか？ 
 

杉本：何でしょうね。行政でしょうか？？ 

保健所を、そういうポータルというか、人が集まる場所となり、IT化が進んでいて、薬剤師さんもい

てというような保健所にするべきだと思います。 
   



櫻井：社会システムデザインとして、特区で考えて

行くというのが一番合理的であるという気がしま

す。 

保健所というところに皆が集まるべきであって、今

は病院に集まっているじゃないですか。「山田さん

のおばーちゃん、来てないようだけど、具合悪い

の？」みたいなことを揶揄されるというような。 

どうやったら場所を変えられるのかというのを考

えられないでしょうか？ 

 

 

 

杉本：医療健康情報は、病気の情報は病院ですが、健康情報というのは保健所に集まるわけで

す。また、保健所では衛生状態をタイムラインにわかるわけです。 

そこに常駐の ITの強い医師や保健師に、キャリアプランやキャリアパスがあり、認知され、インセ

ンティブがつけられれば。 
 

山下：沖縄県で出来そうですよね。 

「神の手」の伝承は可能か？ 

「エビデンスに固執しないということでもあります。医療には、認知・判断・行動という

のが必要なのですね。この 1つ 1つを統合的にできないと優れた医療とはいえま

せん。」 

 

山下：お医者さんのスキルはＩＴとかの技術を使って伝承するみたいな動きはあるのでしょうか？ 

町工場の方と話をしたときに、担い手がおらずスキルが伝承されないという事象がどこでも起こっ

ています。 

そういう職人さんに限って、「俺の背中を見ろ」という具合で、口下手なので、ネットはもちろん、文

章で残したりなどはしないだろうと思います。 

例えば、モーションキャプチャーなどを使ってデータ化しておけば後で継ぎたいという若者が出てき

たときに、それを使い達人の技を伝承できるようにするということを、やってみようという試みがあ

るようです。医療の世界でもあるのでしょうか？ 
 



杉本：書道家の動きをモーションキャプチャーし

て、再現する試みをテレビで見たことがあります。 

立ち返ってみると、どうして、その書を皆が良いと

いうのかというのは、再現できないからであって、

再現できるようになったら、そのものの価値が下

がると思うのです。 

そのように、再現できれば良いという分野だけで

はないということです。ただし、医療は、そうでは

ありません。私達が３Ｄプリンタなどで取り組んで

いることは、標準化をしたい、そしてスタンダード

のレベルを上げたいということなのです。 

 

 

ベテランのドクターや神の手といわれているドクターは自分しかできないからそう言われるのであ

って、それは伝承できない部分があると思います。 

技術、知識、道具は良くなっていくので、その時はその人が 100点であったとしても、10年・20年

とたつと、もっと良い方法や効率的な方法がきっと出てきます。 

それを自分限りとすると、それが 100点と思いこんでしまい、後輩に伝承するか、「これは自分の

ものだ」とするだけになってしまいます。 

むしろ、これを解析することで、どこが非効率的であるか、どこをさらに効率的にするべきかかとい

うことに取り組みたいと思っています。 
 

伊藤：ある一定レベル以上の物は、「すごく値段が高い」であるとか、機会が無いということで、「な

かなか体験できない」ということがあります。 

機械化や ITで値段は下がるかもしれないが、このおかげで、その質だとかレベルを体験できるも

のになれば、職人やエキスパートの人はさらにその上のものを目指すようになると思います。 

日本酒の大吟醸を世の中に広げるために大量生

産できなければいけないと、チャレンジをしている

方がいらっしゃいます。 

人によっては均一的なものを嫌だという人もいま

すが、それに刺激されて、造り酒屋がそれ以上の

ものを作るということだと理解しています。 

IT化により引き継がれたことで、日本酒に革新が

起きているということです。杜氏不要論も流れまし

たが、そういうことではないのです。 

 

 

   

櫻井：ORの時代ではなく ANDの時代になってきたということですね。 
   



鈴木：ITの価値は持っている人と持っていない人をつなぐ所であるし、いままで見ようとしなかった

物も見えるようにしたら次の価値が産まれるというところにもあります。この話はその関連性を感じ

ますね。 
   

山下：こういうお話を日本のお医者さんにしたら、良い話だが忙しくてやれないという声がありまし

た。こういったことについて前裁きができる人を増やしてはどうかと思います。 
   

櫻井：杉本先生からみて、神の手の数は増えていますか、それとも減っていますか？同じです

か？ 
   

杉本：減っていると思います。裏を返せば、神の手とは呼ばなくなりました。 
   

櫻井：レベルが上がって、コモディティー化しつつある状態ということでしょうか？ 
   

杉本：それが良いのかどうかを、きちんと論文にし、検証の結果、本当に良いものは質の高い医学

雑誌に載ります。 

そういうのを世界的に集め、評価し、エビデンスと言われる標準的なものを作りましょうというエビ

デンス・ベースド・メディシン（EBM）の流れがここ 20年ぐらいありました。 

最近それが徐々に覆されるようになって来ており、ナラティブ・ベースド・メディシン（NBM）というも

のが注目されつつあります。 

エビデンスは標準かもしれないが、患者ごとに違うわけじゃないですか。 

主治医は、ずっと診てきて一番分かっているわけで、人それぞれを大事にしましょうというもので

す。またもう 1つ EBMの落とし穴があります。論文に載るまでに 2年、3年とかかり、それを過去

何十年にもさかのぼって検証します。そうなるとエビデンスになった時点で既に古いわけです。 

さらには病院によっては薬の効果が良いものだ

けを上げるなど、その時点でバイアスがかかって

いるわけです。論文というのは、ネガティブな言い

方はしないわけで、エビデンスは本当のエビデン

スではないのではないかと言われつつあります。

かつてスーパードクターと言われていた人は、な

ぜそう言われていたかというとメディアの影響で

すよね。メディアは何を元にそう言ったかという

と、論文の数や、伝統的な教室にいるということ

からであり、本当にその人の評価がどうかという

ことは分からないのです。 

 

 

例えば、私がスーパードクターのＴＶに出てとして、私は本当にスーパードクターでしょうか？誰も

証明できないけれども、一般の人はスーパードクターだと思ってしまいます。また、最近、病院のホ

ームページで手術件数など出ています。日本外科学会では、全手術が登録制になりました。どん



な手術を行って、どんな結果になったかということを登録しないといけません。 

なぜ登録制になったかというと、登録した数が多くないと、認定医・専門医として認められなくなっ

てしまいました。 

しかし、中には、登録はしませんが、町医者で頑張っている人もいるわけです。 

登録された内容でしか論じられなくなり、周りの人はそれでしか評価しないという時点でバイアスが

かかってしまっています。 
   

鈴木：そういう事象は、リスクテイクする人が減っていくというリスクもありますね。 
   

杉本：そのとおりであるし、それがおかしいといえ

る人が団体の中にはいないわけです。 

日本ではよく PDCAサイクルといいますが、そも

そもプランが良いかどうかの評価がないと、DCA

も回らず、結局また同じプランに戻ってしまい、そ

もそもサイクルまわしている場合じゃないというこ

とが起こっています。実際にスーパードクターとい

う名前がつくような番組は減っています。昨日出

演した番組は、毎年 1回 14年間続いていたの

が、4年間止まっていました 

 

  

スーパードクターという呼称をＴＶがアピールするのはどうかという協議があったようです。以前は

「これが世界のスーパードクター」というような名前だったのが、「これが世界の」が無くなり「スーパ

ードクターズ」となりました。 

昨日の番組は情熱がある人たちがスーパーであるという構成でした。 
   

櫻井：GOの判断を極端なところで判断できる人という見せ方をしていましたね。 
   

杉本：つまり、エビデンスに固執しないということでもあります。 

医療には、認知・判断・行動が必要です。この 1つ 1つを統合的にできないと優れた医療とはい

えません。 

ロボットが進むと医療はいらなくなるという話もありましたが、機械は 1つ 1つできても統合はでき

ていません。ロボット手術のアームは、行動ができても認知はしないし、画像認識で顔色が悪いと

認知はできても行動が起こせない。 

それを統合的にできるのが良い医療であり、システムであると思います。 

それから、効率化ですね。医療・ヘルスケアにおいて、意外と効率化しなければと思っている人が

少ないし、手段も分かっていません。 

とりあえずデータを取っておくというお話もありましたが、膨大すぎて困ったり、惑わされたりするこ

ともあります。 

効率的にデータを扱い、戻すことでさらに効率が改善していくと思います。 



   

伊藤：クラウドの世界では、様々なことが自動化さ

れていかなければいけないと思っています。 

人の健康の適正は人の行動パターンにより違う

わけですから、どのデータの中でどのような分析

しようということを、業界を超えて、チャレンジして

いかなくてはならないと考えています。世界中の

ネットワークをつなげるために、これまでベンダー

などが議論をしたわけですが、それぞれの思惑

があり決まるまでに数年かかったりするわけで

す。 

それが最近、ハードウェアで処理しようとしていた

ものが、ソフトウェアで制御しようということになっ

てきています。 

 

  

そうなったときに、標準を決める前に、アジャイル的に、まずは試して動くのを確認し、これは使え

るというような進め方の動きがあります。 

こういった中で、標準というのは何なのかという定義がだんだん変ってきているように思えます。 

昔は全てを保障するためでしたが、実は、全ての保障は必要なく、最低限ここまでは決まっていれ

ばよいという方向になってきているのではないでしょうか。 
   

山下：今のお話を聞いていて思ったのは、医療の

「認知・評価→判断→行動」という流れは、実は、

サイバー攻撃に対するセキュリティーの対処とま

ったく一緒なのです。 

サイバー攻撃からどう守っていくかという議論の

中では、PDCAでは駄目で、OODA（監視：

Observe、情勢判断：Orient、意思決定：

Decision、行動：Act）ではないかといわれていま

す。 

状況をみて現場で判断するというお話は、医療で

も一緒なのだと感じました。 

 

 

   

櫻井：PDCA というのはサブシステムであり、上流概念は OODAであると思いますね。 

可視化から可触化へ 



「患者さんのものであるし、患者さんが判断することでもあるので、そこはシフトさせ

たいと思っています。そこの大きな壁を越えるには、可視化だけでは足りないと考え

ています。」 

   

山下：サイバー攻撃対策にしても、医療にしても、「見える化」がポイントになるのだと感じました。 

見るものがきちんと見えないと判断できないので、見えるものを増やす、しかし見えすぎても困る

ので、どうしましょうかというところにポイントであるように思います。 
   

櫻井：表現のビジアライゼイションのモデルで解決すればよいのでしょうね。 
   

山下：VR(バーチャルリアリティ)、AR(アーギュメント

リアリティ)をオリンピックでどう使えるかということを

議論したことがあります。 

人間が捕らえる情報は嘘なのですね。例えば色を

事実と違う色として認識してしまうことがあります。

事実と違うことを信じてしまうということを、うまく使っ

て面白いサービスが出来るという話がありました。 

医療の世界で、患者さんが真剣に嘘を伝えている

かもしれない。そのズレをどうとらえるかというのは

凄く難しいことだと思うのですが。 

 

  
   

杉本：最近の ITが素晴らしいなと思うのは、あそび

の部分まで、つまり、これぐらいのふり幅をある程度

うまくやっていますというところですね。 

昔、ファジー理論というのがありましたが、少しオー

バーして、少しアンダーして、この程度というのをう

まく読み取ってくれるようになりました。 

しかし、医療はそういうことを、「良し」としない傾向

にあります。 

 

  
   



鈴木：確実に大丈夫なものでなければいけないとい

う風潮は阻害要因になることがあるのではないでし

ょうか。 

メリットが大きいものをとれば良い方向へ行くと考え

ても、悪いケースがあるというだけでリスクが伴うた

め否定されるということが起こります。 

それをどれくらい割り切れるかということを皆が納得

していかないと、データを集めたときの価値を生む

システムの導入であるとか、有効活用していこうと

いう文化へのハードルが高くなりますね。 

 

 

   

杉本：そこは患者の意識が大きいと思います。 

患者は任せっきりで、医者に言われた通りにして間違った結果が出ると医者のせいにしたりしま

す。 

訴訟になったりすることが怖いので、医者も守りに入ります。 

患者さんのものであるし、患者さんが判断することでもあるので、そこはシフトさせたいと思ってい

ます。 

そこの大きな壁を越えるには、可視化だけでは足りないと考えています。 

最近、可触化ということをやっています。どういうことかというと、視覚以外の感覚という意味とし

て、私は捉えています。 

見ることはバーチャルでできたとしても、触って体感するということは、ものが無いと駄目です。 

特に医療の分野では、ITで可触化を技術として取り入れていくと、すごく価値が出てくると思いま

す。拡張触感という新しい概念に取り組んでいます。 

触感があるものにたいしてバーチャルでデータの重ね合わせをすること、目で見えるだけでなく触

れることで、その両方を統合できます。 

わかりやすい例でいうと臓器を 3Dプリンタでコピーしてやわらかさを再現します。そこにスキャンし

たデータを重ねて表示をするというような、触覚はあるけれども、見えていないものを表示するとい

うようなことをやっています。 

アナログかデジタルかではなく、両方の良いところどりをすればよいと思っています 
   

鈴木：コンピュータの世界はバーチャルの世界なので、そこで可視化されているものだけで判断ま

でするのは厳しいと思っています。アドバイスはできるかもしれないけど、最終判断まではコンピュ

ータの世界ではまだできないですよね。 

五感に関わるもの全てが統合されていけば、より人間に近い判断は確かに出来るようになるかも

しれないですが。 
   



 

   

山下：AIが進化すると怖いみたいな話にもつながっていきますね。(笑) 

ITはやっぱりサポートだと思います。プロの人のレベルを拡張したり、プロ未満の人をプロレベル

に上げたりするときにうまく使うというような。 
   

伊藤：例えばネットワークの運用時に上がってくる

膨大な情報を、今までは、スキルがある人が全部

見て判断していました。最近は、例えばディープラ

ーニングをまわすようなことで、だいたいの目星を

つけてからみるというような方向に変わってきてい

ます。 

 

 

   

山下：屋内 GPSはどうしても精度が悪くなります。GPSに頼ったり、結果的にメートル単位でしか

位置情報がわからなかったりすると活用シーンが限定的になってしまいます。その場所のデータ

発生傾向をつかんで、どこまで正確な位置が分かるかというようなところ、つまり、このエリアにお

ける空間情報把握にディープラーニングで取り組んでいます。 



遊びの部分がどこまであるのかということを考えな

いで、全部情報を取り扱わなければいけないという

ことになると通信回線の容量もコストも上がってしま

います。 

例えば、電話は経験的に周波数を上と下を切って

いるので、電話の声と自分の声とは少し違います。

意思伝達のためには十分であるということで、カット

しているわけです。しかし、そのカットしても良い領

域は、本来、個人でも違うし、専門領域でも違うわ

けですが、まだデータベース化されていません 

何でも総取りするのか、外れたところだけを外すの

かなどといった考え方をしないといけないですね。 

 

 

   

鈴木：判断が難しいものの確度を上げるというようなことに使うということだと思います。 
   

櫻井：取っているうちに、最適解が出てきますよね。 

画像をみると、「これ癌じゃないのか？」ということをできそうですね。 
   

杉本：それに取り組んでいるところは結構あります。 

8Kであれば顕微鏡レベルに近い状態までズームしてもそれほど精度が落ちないわけです。そこ

で、人間が見た目で癌かどうか判断するだけでなく、機械がそれをさらに判断できるわけです。 

どの人が、また、どの人工知能が、癌だと言っているのか、その集合知があれば、癌であるとした

のは何%、そのまま放っておいて良いとしたのは何%という確率が導き出せます。 

私は、そこには、十人が、そこにいるかのような意見があり、後は判断してくださいという、あそび

の部分があってもよいと考えています。 
   

鈴木：注意喚起や新たな提案として加わるわけだから、プラスの材料としてとらえて良いわけです

よね。 
   

杉本：例えば、8Kのカメラで手術の映像をとり、AIでその映像が良いかどうか判断し、もう少し右

から取ってくださいというようなことが、言えればということです。 

患者さんに個別に対応するのも同じことが言えます。 

エビデンスを１つ作ると AIはいらないわけです。しかし、そうではなくて、集合知でしょう。 

それが AI活用の答えだと思います。 
   



伊藤：SDNを使っていて良く思うのは、今までは、ネ

ットワークの品質を保つため、何かトラブルが起き

た場合、どうリカバリーするかということを、論理的、

数学的なアプローチで考えていました。 

その結果、パケットをどこかに逃がしてあげるような

ことを、昔は物理的なポートで全部調整していまし

たが、今は SDNになったおかげで、すごくフレキシ

ブルにできるようになりました。 

そうなれば、何かあった時に、論理的にこちらで救

済してあげるという考え方ではなく、空いているとこ

ろであればどこでもいいから、とにかく救済するとい

うような発想があっても良いと思っています。 

手術の考え方も、いろんな見方があるということで

は、似ているかもしれません。 

 

 

 

杉本：例えば、外科の学会などで「医療と IT」というようなテーマの話を聞いていると、「困ったとき

には TV電話で相談します。いや、すばらしいですね…」というような。いや、そうことではなくて、

TV電話の相手が間違っていたらどうするのですかということです。多くは 1対 1でしかなく、地方

病院が大学病院の偉い先生に聞ければ良いなんてことで良いはずがありません。 

大学で待っている側からすると、「はいはい、それでいんじゃないの！？」ということに、やっぱりな

ってしまいます。 

それではぜんぜんアシストにならず、逆に「大丈夫かな？」と不安を掻き立てられるということが、

実際に現場で起きているように思います。 

1対 1の インターネット通信やＴＶ電話でない、もっと集合値をインプットとしたいですね。 
   

櫻井：医学という世界に、ネットワークという違うアプローチで語って頂いて、次の SDNの先という

ものが見えてきたような気がします。 
   



杉本：医療の中、医者の免許の中に、そういう専門

的知識・技術は必要だと思います。そういう人材や

ポストのロールモデルというものが必要とされてい

ると思います。医者には、そういうイシューやベネフ

ィットはないですから。 

 

 

   

櫻井：もしかすると、特区というのが政治的レイヤーでの解決方法になり、無謀なる挑戦というの

ができる可能性があるのかもしれません。 

特区ならば、科学的アプローチや、文学的アプローチ、哲学的アプローチができるわけです。そこ

に参加してもらい、いろいろな形で一つのテーマを掘るということがあって良いと思います。 
   

山下：こういう議論が、日ごろ、どこでも行われていないといけないということでしょうね。 
   

杉本：医療の前に、ヘルスケアなのです、そこは。ヘルスケアに関心を持っている人たちが議論し

なければいけない。 
   

櫻井：まずはヘルスケアの分母を増やしていくために、僕らが何をしないといけないかを考え、場

所を決めていくべきですね。 

触覚と錯覚 

「その画像認識でわかることを、実は、ロボット手術をしているときに頭の

中で無意識にやっています。」 

   

杉本：私は拡張触覚を提唱していますが、意外と無いのです。 

私は障害者支援を最近やっていますが、目が健常に見えない人はいくらでもいます。

全盲の方もいるし弱視の方もいる。色だけ分からない人もいて一般的に気が付かれ

ない人たちもいます。 

見える情報は健常者には意味があっても、そうでない人には、そもそも画像が 8K と

いっても意味がない。触れるものは、大体どのような人でも触れる。手とか腕が無くて



も触覚はどこか必ずあります。 

私はそこにもっと注目すべきだと思っています。 
   

山下：昔、大学時代にロボットの専攻を

していました。 

原子炉の中の状態検査は、結局人間

の手で触って異常を検知しないといけな

いので、触覚センサーをつけられるかと

いう研究をやっていました。卵を割って

も「ぶちゅ」っといかずに殻を残したまま

中だけ「ストッ」と落とすというようなロボ

ットの指先の感覚に、触覚は、すごく重

要です。 

そのセンシングのデバイス、材料につい

ては、日本は得意なはずなのですが、

それを応用する活用例が少なく、もった

いない気がします。 

 

 

   

杉本：触覚は単純にセンサーで圧を図

るだけではなく、ある程度刺激をしてど

う変化をするか、パッシブなのかアクテ

ィブなのか、両方とも判断するようにな

ってきています。 

皮の触感と机の触感は違うじゃないで

すか。触っただけでわかるだけではな

く、押したときに凹むのか凹まないの

か、離したときにどのぐらいのスピード

で戻るのかということを、画像認識が、

優れてきて分かるようになってきていま

す。 

 

 

その画像認識でわかることを、実は、ロボット手術をしているときに頭の中で無意識

にやっています。 
   

櫻井：この話は、やってみるとわかります。(櫻井氏は体験済) 
   

杉本：全く触覚のない、マスタースレーブを体験してもらったのですが、いくら口で言っ

ても分からないけれども、やってみるとわかるのです。 



これは硬そうだな、やわらかそうだなと、経験値で覚えてしまう。数字にしなくても判断

できます。 
   

櫻井：自分の指とロボットのアームが重なった状態でできるので、頭の中で認識してし

まう。1:1になります。 
   

杉本：TVゲームなどでも、手元とモニタ

ーに距離があると、ハンド・アイ・コーデ

ィネーションが取れず、人は自分と思わ

ない。しかし、ロボット手術は、目の前に

ハーフミラー、上にモニターがあり、ミラ

ーに写った像の下に自分の手があるこ

とで、アームと手が同じ位置に動くよう

に作ってあります。そうすると、アームが

自分の手であるかのように脳が誤解を

するのです。 

そこには触覚はまったくないのですが、

凹んで戻るというのを自分の手と 同じ

位置で動いていると、脳が自分で押して

いるかのように感じるようになります。こ

れは、脳梗塞のリハビリにも活用されて

います。 

 

 

つかむ感覚を絵で見せる…他人の手をグッと握る映像をひたすら見せます。その時、

腕の筋肉に刺激を与えます。すると、自分は握っていないのに、握られたときにどこ

がぎゅっとなるかというのを脳の中で分かるようになるので、徐々に自分の手が動い

ていくようになります。 

このような、筋電と視覚刺激でリハビリをするというものが注目されています。 

脳に映像で刺激を送り、自分の体がどういう風に思ったら脳から信号を送れるかとい

うことを脳が記憶してくれ、実際に自由に動くようになるのです。 

画期的だなと思いましたね。 

ロボット手術をやっていると、経験的に自然とやっていることなのです。ロボットを販売

するときに、触覚センサーを付けるか、付けないか、ものすごい議論がありました。 

ある会社は「センサーがないから売れない」と言いました。「無くてもいける」と、カメラ

を 2眼、右左別々のモニターにし、3D視にしたら触覚はなくても良いと判断して出し

た方が勝ちました。 
   



鈴木：仮想と現実をちゃんとつなげることが大事なのですね。 

IoT、センサーが入ってくる世界になると、ますますそういうところが大事になるし、可

能性の広がりを感じます。 
   

櫻井：視覚の情報は触覚の情報でもあり、脳がそれをコントロールしているわけです

ね。 
   

杉本：脳は視覚だとか関係ないわけで

す。実は。 
  

   

伊藤：逆に、目が見えない方からすると、触覚からあるイメージが出てくることもありえ

るということですよね。 
   

杉本：あると思います。   
   

櫻井：音の反射で分かるといいますね。

目の悪い方は、実は音を出していて、そ

の音の反射で分かります。街の中でも

車の音の反射でわかる、何も音がない

ところでは自分で小さな音を出して、確

認しているそうです。 

僕らだと目を閉じるとぶつかりますよ

ね。彼らは全てコントロールしています。 

 

 

   

杉本：杖を付いている人は、先端をゴムではなくて金属にして、カチカチカチとわざと

音を出して、反響をみているそうですね。 
   

櫻井：社会システムをベースとしたような次のフェーズの活動を沖縄で、出来るかどう

かは別として、薬剤師さんや看護師さん、保健師さんなど、そういう人たちが、いかに

して、僕らが抱えている社会問題を解決できるかを知り、それを ICTによって、つなげ

ていくことができるか考える機会となりました。 
   

鈴木：実態と関係性を分解していき、それをバーチャルなシステムとし、オープンな仕

組みでそれを組み立てて実証実験していく、そうすると新しい仕事の形や、新しい役

割分担などそういうことが見えてくるのかもしれないですね。 
   



櫻井：ぜひ協力して取り組めたらと思い

ます。今日はありがとうございました。 
 

 

 


