
 

ライフサイエンスはライフサービスに
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ライフサイエンス・ 
ヘルスケア業界



 

パーソナライゼーションがあらゆる状況で標準となっている今、
将来的に成功するライフサイエンス・ヘルスケア企業は、データ
とインサイトを活用して患者がウェルビーイングをもっと容易
にコントロールできるようにし、永続的な信頼を構築していきます。
ライフサイエンス・ヘルスケア企業は、ライフサイエンスをライ
フサービスへと変えるでしょう。

本レポートにより、トランスフォーメーションを加速させましょう。
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ライフサイエンス・ヘルスケア業界
2025年の世界

•  現在の世界の現状
•  世界のトランスフォーメーションを引き
起こす3つのグローバルマクロトレンド

•  成長するためにヘルスケアエコシステム
全体の企業が行うべきトランスフォーメー
ション

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  はじめに

ライフサイエンス・ヘルスケア企業が活動する未来
の世界はどのようになるのかを理解するために、私
たちはThe Future Laboratoryと提携しました。
患者や規制機関、そして社会のニーズと期待が変化
していることから、ヘルスケアエコシステムは現在
とは違ったものになるでしょう。

本レポートでは、この変わりゆく世界で成功を収め
るためにライフサイエンス・ヘルスケア企業が起こ
すべき大きな変革について明らかにします。成長す
るためには、組織はデータを中核に据え、あらゆる
場面で人工知能（AI）を駆使することで、迅速につな
がり、予測し、適応する必要があります。

ヘルスケアは、人間が作り出した最も複雑なシステ
ムです。ライフサイエンス企業は、人間の創意工夫
の最大の表現の一つと言えます。私たちは科学と技
術の進歩を融合させることで命に関わる病気の治
療法を見つけ、がんやHIVと闘い、人口が急増する
世界の人々の健康を管理し、ヒトゲノムの配列を解
析してきました。新たな10年に突入した今、新型コ
ロナウイルス感染症がライフサイエンス・ヘルスケ
ア業界の情勢を変えて大きな影響を及ぼし、今後取
り組むべき新たな課題に数多く直面する状況に陥
りました。

本ページ以降の内容は
以下の通りです。
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ライフサイエンスは 
ライフサービスに

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  はじめに

ライフサイエンスは病気を治療し、命を救うための
製品の発見、製造、販売を行うことで、1兆ドル規模
の産業となりました。人々の寿命が延び、健康をコ
ントロールするデータを入手できるようになると、
治療から予防へと焦点が移行していくでしょう。人々
は健康寿命を延ばし、慢性症状を緩和し、可能な限
り深刻な病気を避けるために、ウェルビーイングを
管理することができるようになるでしょう。

ライフサイエンス・ヘルスケア業界に対する消費者
の信頼を取り戻し、消費者の認識を変えるために、
企業はビジネスモデルを変え、より長い健康的な生
活を支えていく必要があります。パーソナライゼー

ションがヘルスケアのあらゆる場面で標準となる
中で、成功するライフサイエンス・ヘルスケア企業は、
自己診断やさらに高度化するデータを追跡したい
という人々の高まる欲求を活性化する企業となる
でしょう。

パーソナライズド・ヘルスケアとは、全ての人のた
めのサービスとアウトカムを継続的に改善するた
めに、患者が私的なデータを喜んで共有し、信頼に
基づいた価値交換を促進するために人と人との距
離を縮めることを意味しています。

こうしてライフサイエンスはライフサービスにな
るのです。



雲行きが怪しい複雑な情勢 



2024年までの世界パーソナライズド・メディシン市場の推定価格。
2017年の推定価格924億ドルから2024年までのCAGRは11%。
出典：Research and Markets

創薬スタートアップ企業向けの人工知能（AI）への投資は、2015年の
2億ドルから2018年には7億ドルに増加し、2024年までに50億ド
ルにまで増加する見込みです。

出典：Deep Knowledge Ventures

1,944億ドル

50億ドル
2019年前半の製薬会社とバイオテクノロジー企業の合併および買収
の価格は、2018年の総額3,000億ドルに近いものでした。
出典：Bloomberg

2,600億ドル

1.2兆ドル
世界の処方薬の売上高は2019年の9,000億ドルから2024年まで
に1.2兆ドルに増加する見込みです。
出典：EvaluatePharma World Preview 2018, Outlook to 2024

世界の現状
ライフサイエンス・ヘルスケア組織は、劇的な人口動態の変動や科学的進歩、世界規模の健康脅威、価値と複雑性が高まっている
市場における消費者の期待の変化などといった状況に直面しています。予想される経済改革やヘルスケアの低価格化という課題、
合併および買収、投資の増加が、雲行きが怪しい情勢を揺るがしています。

こうした情勢の中で成長するには、コスト圧力の高まりにさらされながらイノベーションを行うことが不可欠です。ライフサイエンス
企業は、新しい治療法を発見し、より強力な危機対応能力を構築する必要があります。保健当局からの価格設定への圧力や患者の新しい
治療法の費用を負担する能力や、2022年までに支出が10.1兆ドルに達すると見込まれる世界ヘルスケア市場においてシェアを獲得し
ようとしている新規参入者に対応したビジネスモデルを構築しなければなりません。

出典：The Economist Intelligence Unit, World Industry Outlook, Healthcare and Pharmaceuticals, 2018年9月

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界
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̶ Genpact ライフサイエンス・ヘルスケア アナリティクスアドバイザリーリーダーBob Myers

製薬会社は患者一人一人に特化した薬の設計を目指しています。つ
まり、私と同じ疾患に対してあなたが飲む薬は、あなた固有の生理
機能に合わせて作られるため、私の薬とは異なるものになる、とい
うことです。製薬会社はこの新しいモデルを支えるためのR&D環
境を構築しています。
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60歳以上の高齢者の数は2050年には21億人と
なり、2017年の9億6,200万人から2倍以上の
数字となる見込みです。

出典：国連 World Population Prospects

子どもの肥満率は次の 10年で60%増加し、
2030年までには2億5,400万人に達すると見
込まれています。

出典：世界肥満連盟

この10年および今後を左右するのは慢性疾患
であり、世界の糖尿病患者の人数は2019年の4
億1,500万人から増加し、2040年までには6億
4,200万人に達すると予測されています。

出典：国際糖尿病連合

長寿にはウェルネスと医療費低価格化に 
対する長期的アプローチが必要
世界的に、人々の寿命が延びています。人々には健康寿命を延ばす願望があり、老化による負の影響と闘うことが
優先事項となっています。

高齢化により、慢性的な痛みなどの長期的な症状を抱える人が増加しており、ヘルスケアの低価格化に大きな負担をかけています。ライフサイエンス・
ヘルスケア企業は、消費者の毎日の生活に健康とウェルネスを組み込み、ヘルスケアのニーズを生涯にわたって予測する協調的アプローチを消
費者と協力して生み出す必要があるでしょう。

21億人 60% 6億4,200万人

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界
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“2018年に成人の34%が、健康に関するデータを
追跡するのにモバイルアプリを使用しました。主
な用途は心拍と運動のモニタリングでした。 

出典：Morning Consult

34%

生涯にわたるデータを使用可能に。
診断と治療法の発見、ケア提供における
トランスフォーメーションを実施
人々の寿命は延び、AI搭載のウェアラブル機器を採用するようになると、消費者はコネク
テッドデバイスのエコシステムを構築し、必要に応じて高度に特定された個人データを
入手できるようになります。

力はデバイスではなくデータにあります。どのように数十億人の生涯にわたる健康に関するデータを入手し、データを理解し、つなげるかによっ
て、ライフサイエンス・ヘルスケア企業における疾患の管理や、新しい治療法の発見を促し、ケアの提供を行う能力が決定づけられます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界

IoTによって人々がどのように生活しているかに
関する大量のデータが収集される中で、それらの
情報をどのように倫理的な形で様々な企業が利
用できるようにするのでしょうか？誰がデータ
交換の責任を負い、関連する法的責任を受け入れ
るのでしょうか？

Genpact ライフサイエンス・ヘルスケア  
アナリティクスアドバイザリーリーダー 
Bob Myers

”
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2018年のアメリカ国民の製薬会社に対する信頼
は、2017年と比較して13%減少しました。

出典：Edelman Trust Barometer

調査対象となった28の世界市場全体で、ヘルス
ケアに対する一般市民の信頼は、2019年から
2020年までに1ポイント減少しました。

出典：Edelman Trust Barometer

信頼を取り戻すということは規制
の状況を変えるということ
規制基準を改善し、有害事象を報告し、発生する可能性のあるパンデミックに対処し、 
進行中の研究開発を促進するために必要な時系列の患者データを集めるには、製薬業界
に対する信頼のトランスフォーメーションが必要になります。

オピオイド危機などの不祥事が続き、規制と説明責任の強化が求められる中、企業は顧客と生
涯にわたる関係性を構築するために信頼を取り戻さなければなりません。ライフサイエンス
企業は、ファーマコビジランスの強化、先を見越した報告、患者とのコミュニケーションの改
善に重点を置くことで、規制強化を先取りし、消費者の期待を上回ることができます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界
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AIでヘルスケアジャーニー
を拡張する
全てのタッチポイントにわたって、デジタルテクノロジーがライフ
サイエンス・ヘルスケアにおけるジャーニーを拡張するでしょう。
AIと機械学習（ML）により、創薬診断、提供、評価のトランスフォー
メーションが進んでいます。

AIヘルスケア市場の価値は2021年までに
66億ドルに到達すると見込まれています。
これは40%の複合年間成長率となります。

出典：Rock Health 2018年

AI はライフサイエンス・ヘルスケア業界の中枢神経となるでしょう。
AIはロボット支援手術やバーチャル看護アシスタント、投薬量の誤り
の削減に影響を与えます。また、AIは治験参加者の特定、発生する可能
性のあるパンデミックの予測、最も有効な対応のモデル化にも役立ち
ます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界
今日の業界
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“

製薬とテクノロジーの融合が 
ペイシェントエクスペリエンスを変革する
新たな競争の要因は変化し続けます。次世代のテクノロジースタートアップ企業とテクノロジー大手企業は、全てのタッ
チポイントにわたってヘルスケア市場に集結しており、現状を脅かしています。

Alphabetのベンチャー部門であるGoogle 
Ventures（GV）の支援を受けている健康関連企
業の数。分野は遺伝学から遠隔医療まで多岐にわ
たります。ライフサイエンス投資はGVのポート
フォリオの三分の一以上を占めています。

IoTヘルスケア市場は2017年の412億ドルから、
2022年までには1,580億ドルに成長すると予
測されています。

出典：Markets and Markets

60社 1,580億ドル

AmazonやAppleをはじめとする新規参入者は診断法と治療法を開発しており、消費者に関する深い理解を生かしてテクノロジーサービス
と消費財に対する人々の期待に沿ったペイシェントエクスペリエンスを提供しています。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界

オンラインショッピングの世界が私たちの服の
買い方に革命を起こしたように、新しいテクノロ
ジーが私たちの健康の管理方法にも変化をもた
らしています。

BioBeats 最高製品責任者  
Rosa GloverBioBeats

”
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18～34歳の消費者の85%と35～55歳の消費
者の84%が、いつもオンラインで診断について
調べると述べています。

出典：Econsultancy Consumerization of 
Healthcare Report

ゲノム世代のインフォームド 
ヘルスケア消費者の台頭
テクノロジーは健康をより巧みにコントロールしたいと考えている消費者に力を与えます。
遺伝子プロファイルの入手から患者コミュニティへの参加まで、人々は利用可能なオプショ
ンをもっと良く理解したいと考えています。

オンライン診断から家庭用DNAキットまで、ヘルスケア消費者はデータを活用して自己診断を行い、病院に行ったり手術を受けたりすること
なく症状を管理することができます。このトレンドは新型コロナウイルス感染症に関する多くの症例の遠隔管理により加速することが見込ま
れます。消費者が自身のケアにおいて自らが大きな役割を果たすことを期待していることを受け、ライフサイエンス・ヘルスケア企業はこうし
て自己主張を始めた患者を教育し、導く必要があるでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界

“遺伝子評価により最適な治療法と回復を助ける
特定の分子をどのように設計、構築、送達するか
が決定づけられます。

Genpact ライフサイエンス・ヘルスケア  
アナリティクスアドバイザリーリーダー  
Bob Myers

”
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2019年に医療ケアを受けるために国外に出
たアメリカ人の予想人数

出典：Patients Beyond Borders

グローバル化したヘルスケアと 
普遍的基準
ライフサイエンス・ヘルスケア企業は、グローバル化によってもたらされる課題と機会
に直面する時、別レベルの規模や複雑性に対応しなければなりません。新型コロナウイ
ルス感染症により、特定の市場への不均衡と過度な依存が明らかになりました。発展途
上国において急増している中流階級が世界中の医療水準を高めており、それによって代
替品を求めている欧米の消費者が新しい低価格の市場を利用できるようになっています。

消費者の選択と保険者の提言を組み合わせることで、必要とする治療を受けるための新しい
方法を患者にもたらすことができるでしょう。専門化または価格をきっかけに、ライフサイ
エンス・ヘルスケア業界が世界的な規制政策と基準を開発する機会が生まれます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  今日の業界

190万人
“新興市場では発展途上経済圏の健康保険と治療を

負担することができる中流階級の数が多くなって
いることから、介護やより高度な治療に対する需
要が高まっています。

Genpact ライフサイエンス・ヘルスケア  
グロースリーダーAlex Kleinman

”



2025年のライフサイエンス・ヘルスケア業界:
世界を変えるであろう3つのトレンド
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2025年のライフサイエンス・ 
ヘルスケア業界
グローバルマクロトレンド

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年の業界

新世代の期待の変化をきっかけに、3つのマクロトレンドが2025年の世界を形作るでしょう。
成功するためには、ライフサイエンス・ヘルスケア企業はそれに適応しなければなりません。

私たちは各トレンドを調査し、先行企業を明確にし、業界が成功するために講じることがで
きる手段を共有します。

オプティマイズド・
リアリティ

エシカルインパクト

0301 02
システム全体の 
プランニング



総合的治療から普遍的なパーソナライズド・メディシンへ

01
オプティマイズド・
リアリティ

科学技術の進歩が、消費者が求めるパーソナライ
ズド・メディシン、オーダーメイド治療、反応の
早いサービスにおける革命に拍車をかけています。



オプティマイズド・リアリティ

デジタル創薬・治療法発見平均余命をカスタマイズする プログラムに忠実に

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ

マイクロトレンド

消費者の健康に対するアプローチとヘルスケア
に対する期待は変化を続けています。人々は、テ
クノロジーとすぐに手に入る豊富な情報を与え
られることで、世界的な健康上の課題によって
影響が及ぼされていることをきっかけに、ウェ
ルビーイングを自ら管理するようになり、ウェ
ルネスを積極的に追求し、起こる可能性がある
健康問題を未然に防いでいます。

一方、すでに市場に出回っているヘルスケア製品
がますます高度化していることから、消費者は
治療ソリューションを求める際に、治療のスピー
ドと有効性に関して高い期待を抱いています。

HMS 上級副社長兼最高分析責任者
Jason Cooper

“ヘルスケアはこれまで 
以上にデジタル化し、 
これまで以上にB2Cに 
なるでしょう。目標と 
するのは小売業です。”
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平均余命をカスタマイズする
個人が健康のあらゆる面を追跡できるようになったことから、人々はより健康に、より
長生きすることを期待するでしょう。ヘルスケアにおいては、人々のリアルタイムの生
理機能と遺伝子構造に応じた対応が期待されるようになるでしょう。人々は多くを知れ
ば知るほど、小売・消費財業界での体験に匹敵するオーダーメイドの商品およびサービス、
さらに、有効な治療に対する期待を高めるはずです。

英国に拠点を置くスタートアップ企業である
Chronomicsは、消費者がDNAを把握し、健康
データを所有できるようにします。自身の健康の
全体像を把握して行動につなげることができるため、
人々は建設的なライフスタイルの選択をすること
ができます。

Roryは更年期および閉経周辺期の患者にサービ
スを提供する米国発の遠隔医療プラットフォーム
です。消費者へのDTCモデルを用いて処方薬と自
然療法の両方のソリューションを提供しています。

人々が生涯にわたるヘルスケア計画を立てていることから、企業は、特定の遺伝子型または
年齢、キャリア、個人的な健康目標に向けて、ニッチなセグメントに合わせて製品とサービス
をカスタマイズして販売するようになります。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ

健康の全体像 オーダーメイド治療
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デジタル創薬・治療法発見
バイオテクノロジーや分子診断、遺伝子編集の進歩により、創薬と治験に革命が起きるでしょ
う。AIと機械学習が診断を拡張することで、人々がオンラインで詳細な健康診断を受ける
ことができるようになります。

Synthegoの自動ゲノム工学プラットフォームは、
基本的な科学的発見を促し、疾患の治療法を発見し、
合成生物学への新たな応用を開発するために広範
囲にわたるCRISPRへのアクセスを可能にします。

Babylon Healthは、AIおよびビデオ、メールを用
いて医師や専門家からカウンセリングを受けるこ
とのできるデジタルヘルスケアアプリを提供して
おり、英国の医療サービスやNHSがこれを採用し
ています。同社はデジタルケアアシスタントも開発
し、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる
場合にどのように診断や管理を行うかについて人々
にアドバイスを提供しています。

ますます高度化しているプラットフォームやデータセット、ソフトウェア、サービスにより、強
力なツールとインサイトが科学者および医療従事者、患者の手に委ねられ、最良の治療法の発見、
処方、選択に役立ちます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ

命のためのデザイン デジタルドクター
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プログラムに忠実に
ライフサイエンス企業はパーソナライズド・メディシンを創生するために、R&Dおよび製
造、販売、カスタマーエクスペリエンスのトランスフォーメーションを行うでしょう。サプ
ライチェーンにおける複雑性を隠しつつ、シームレスな提供が行われるでしょう。ナノテ
クノロジーおよびデータ、AIにより服薬アドヒアランスとファーマコビジランスのトラン
スフォーメーションが行われ、リアルタイムで効果と有害事象の追跡が行われます。

Amazonは処方薬を直接患者に届けるサービスを
実施しているPillPackを買収しました。オンライン
薬局が地域のドラッグストアで消費者が購入する
ことができる薬の大部分を服用量と日付、時間で分
類して届け、人々が服薬を忘れないようサポートし
ます。また、自動リフィルと24時間年中無休のカス
タマーサポートも実施します。

世界経済フォーラムのテクノロジー・パイオニア
受賞企業であるProteus Digital Healthは、アメ
リカ食品医薬品局（FDA）により初めて承認され
た摂取可能なセンサー付きの錠剤を開発しました。
Proteusはデジタルテクノロジーを活用すること
で薬をより安全でより効果的なものにしています。 

錠剤とインプラントを通じて24時間モニタリングを行いながらリアルタイムでデータを収集
する能力は、医薬品の有効性と薬物修飾を改善し、アドヒアランスを促し、治療法に対する需要
を予測することで供給を予想する助けとなるでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ

賢い薬 服用量の監視
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ペイシェントエクスペリエンスをどのように改善するか

データを患者の役に立つように活用する
患者は、DNAやゲノムデータなど、ますます高度化し
ている健康データを入手することができるようになり
ます。これらのデータは、患者が医療とライフスタイル
に関する選択を行うのに役立つ情報源となり、選択の
予測も行うことができます。データをただ要求する患
者から、データから力を得て自身の意思決定に自信を
持つ患者へと患者の在り方を移行する手助けをします。

デジタルケアへの移行を容易にする
患者が最もやりとりをする医療従事者が、将来的に人
間の薬剤師からオンラインの薬剤師に変わる可能性の
ある状況に患者が適応するための戦略を開発します。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ  |  業界が備えておくべきこと

ライフサイエンス・ヘルスケア業界向けの
トランスフォーメーションガイド
ヘルスケアエコシステム全体において、企業は、総合的治療から普遍的なパーソナライズド・メディシンに移行するために、次のよ
うなステップを検討する必要があります。

予測する 適応する
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オプティマイズド・リアリティ

製薬会社が備えておくべきこと

消費者とつながる
患者コミュニティと直接コミュニケーションを取ります。
患者が医療機関を介さずに製品を理解することができる
ように、より優れた支援を提供します。患者に有害事象に
ついて助言し、製品変更について通知します。

生産の統合
製造エコシステムを適応させることで高度な専門化を可
能にし、サービスのカスタマイゼーションを増やし、患者
の期待に応え、世界規模の健康脅威と闘っていくために柔
軟性を向上させる必要があります。契約とパートナーシッ
プを強化することで、サプライチェーン全体で管理とイノ
ベーションを実施するか、あるいは垂直統合を検討します。

データの流れを確保する
膨大な量の患者データの収集と分析を行うために、社内ケイ
パビリティと社外パートナーシップを構築します。これによ
り、プレシジョン・メディシンとパーソナライズド・メディシ
ンの開発が促され、臨床試験への参加者の増加が見込めます。

専門分野横断型のチームの構築
科学、テクノロジー、カスタマーエクスペリエンスに関する
スキルを融合した労働力を構築します。機械学習、データサ
イエンス、バイオテクノロジーの専門家を雇い、シームレス
なサービスにおいてますます複雑化する製品を人間味あふ
れたものにするためにコミュニケーションの専門知識を有
する人材も加えたチームを作ります。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ  |  業界が備えておくべきこと

つなげる 予測する

適応する
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オプティマイズド・リアリティ

販売業者が備えておくべきこと

供給予測
治療法に対する需要を予測するために、患者との距離をさ
らに縮めて、複数のタッチポイント全体でデータを収集し
ます。独立したサプライヤーとしての立場からコネクテッ
ドサービスに移行し、俊敏に対応するサプライチェーンの
一部として製薬会社と協力します。

小売業に遅れずについて行く
患者の期待が処方薬の服用から治療の選択へと移行が促進
されている中で、人間中心のデザイン思考を用い、薬剤師の
役割を見直し、個人的な体験を提供します。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界 
 オプティマイズド・リアリティ  |  業界が備えておくべきこと

予測する

適応する
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患者コミュニティを育む
デジタルプラットフォームを利用して患者同士をつなげ、コミュニケー
ションを強化します。リアルタイムのやりとりを行い、患者と情報を
交換し、ピアツーピアのサポートネットワークを構築します。

拡張されたケア
医療従事者が人間による診断から人間と機械を用いたハイブリッド
診断へと移行するためのツールを開発します。新しい人材とスキル
に投資を行い、拡張されたヘルスケアシステムにおいてデータとAI
を用いて業務に臨めるようにします。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界
 オプティマイズド・リアリティ  |  業界が備えておくべきこと

オプティマイズド・リアリティ

医療機関が備えておくべきこと 

つなげる

適応する
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雇用主の意欲を引き出す
患者は雇用主からより良いヘルスケアの選択肢を
提供してもらうことを希望しており、雇用主は健
康な労働力を必要としています。各患者のデータを
理解し、最も効果的で手頃な医療を見つけるために、
信頼を構築し、雇用主と協力することで患者と雇用
主の関係を深めます。 

アドヒアランスの推進
保険者には治療法とサービスの選択を改善する余
地があります。また、データを用いてアドヒアラン
スを追跡する医薬品提供・販売法を選ぶことで品質
に影響を与え、ケア連携を総合的な治療計画に盛り
込みます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  オプティマイズド・リアリティ  |  業界が備えておくべきこと

オプティマイズド・リアリティ

保険者が備えておくべきこと

つなげる 予測する



より多くの人が、パーパスが利益を導く会社を支持し、
信頼を裏切る機関に対しては措置を求めるでしょう。

特許ベースのモデルから患者中心のサービスへ

02
エシカル
インパクト



“

エシカルインパクト

全ての人にヘルスケアを提供する患者によるデータ提供 信頼の発信

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト

患者のアウトカムにこれまで以上に重点を置
いているヘルスケアエコノミーにおいて、ライ
フサイエンス企業は患者中心の戦略を推進し
ており、利益だけではなく、一般市民にとって
の価値も高めています。

これは、次のような方法で透明性、説明責任、適正な
価格設定を実現して信頼を構築するとことを示して
います。

•  有害事象の予測・予防を行う一方で、患者が薬物有
害反応を報告するための様々な方法を提供する

•  オピオイド危機へ公然と対応し、教訓をもとに取
り組みに対処する

•  偽造医薬品に対する需要を低下させるために適正
な価格設定を実施する一方で、偽造医薬品と闘う
ためにサプライチェーンのトラッキングとトレー
シングを実施する

•  責任を持って医薬品を処方することで抗生物質耐
性に対抗し、製薬会社が医薬品の処方を勧める動
機を排除するために異なる経済モデルを見つける
る

数量重視の製造業者から価値重視のサービスプロ
バイダーへと変容するために、業界は経済成長を社
会的影響と整合させる必要があります。

人々のヘルスケアデータの所有権と倫理、
安全性に関する大きな問題は未解決のまま
です。

誰もが予算の圧迫や、投資家からの圧力に
直面し、正しい行いをしていることを示さ
なければなりません。ライフサイエンス・ヘ
ルスケア企業は利益の多い成長を実現して
いますが、制度から利益を搾取していると
はみなされていません。

Genpact ライフサイエンス・ヘルスケア 
クライアントパートナーManu Goel

マイクロトレンド

”
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患者によるデータ提供
医療におけるパーソナライゼーションとイノベーションの約束を実現できるかどうかは、ケアをカスタマイズする患者データからの
インサイトにかかっています。エコシステム全体において、企業は、患者データと引き換えに健康に関するインサイトと金銭的な利益
を得て、新しいコミュニティを通じて付加価値を創出することで患者の信頼を得るでしょう。

Health Bankは世界中の人々が中立で独立したプラットフォー
ム上で健康データをやりとりすることを可能にしています。高品
質低価格で予防から治療にいたるまでの健康科学におけるイノベー
ションを促進し、個人と社会に利益をもたらします。

Onyx Technologyは、米国のヘルスケア相互運用ソ
リューションプロバイダーです。同社は政府、保険者、医療
機関、消費者が迅速かつ安全にデータを共有する手助けを
し、患者が健康の管理法をさらにコントロールできること
を目指しています。

患者が健康データを所有することで、力を与えられたと感じ、デー
タについて安全だと感じるでしょう。そしてそのデータは価値と、
さらには収益を生み出します。人々のデータの価格を適正に設定し、
人々にデータを共有するよう奨励する方法を見つけているライフ
サイエンス企業は、活発で透明性のあるネットワークを構築し、イ
ノベーションを促すでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト

信用できる行動 ヘルスケアの相互運用
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全ての人にヘルスケアを提供する
ヘルスケアの低価格化によって大きな変化が起こるきっかけとなるでしょう。高齢化と
慢性疾患および強力なウイルスによりもたらされる負担から社会システムに重圧がかか
り、アウトカムベースの価格設定など、医薬品価格設定改革や新しい商業モデルがもたら
されるでしょう。

遺伝性の失明を治療する遺伝子治療のLuxturnaは、
これまでに開発された最も高額な治療法の一つでが、
Spark Therapeuticsでは6カ月後にこの治療に
より患者の視力が戻ったら治療費の半額のみの支
払いを受けます。2年または3年後に患者の視力が
失われていなければ残りの金額の支払いを受ける
という仕組みです。

Havenは、米国の従業員と家族のためにコストを
低減し、より良いアウトカムを生み出すことを目
的とした、Amazon、Berkshire Hathaway、JP
モルガン・チェースによるヘルスケアジョイント
ベンチャーです。Havenのミッションは、データ
とテクノロジーを用いて手頃な価格で透明性のあ
るヘルスケアを提供することです。

パーソナライズド・メディシンにおけるイノベーションは、一部の人しか治療を利用できない
二段階医療制度を避けるために手頃なものでなければなりません。保健制度と社会への長期
的影響に照らして利点の位置付けを行わなければなりません。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト

治ったら支払う 雇用主の利益
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信頼の発信
ヘルスケアエコシステムの複雑性が増しているため、規制機関は患者のためにさらなる
コンプライアンスと安全性、低価格化、プライバシー、セキュリティを求めるでしょう。
ファーマコビジランスとリアルタイムでのヘルスケアデータの収集により、患者と規制
機関の間の信頼関係が強化されるでしょう。医薬品の有効性をトレーシングし、偽造者と
闘うには透明性が重要となります。

政府や規制機関、消費者からのプレッシャーに対応
するために、製薬会社は保健当局および競合と協力
し、モニタリングするためのリアルタイムデータを
規制機関に提供します。より多くのデータやAIなど
のテクノロジーを用いて、高度ファーマコビジラン
スチームはパターンを特定し、シグナル検知を改善し、
有害事象を予測・予防します。

FDAは、AIと機械学習を利用し、自己改良のため
にデータを用いる医療製品を規制する準備をして
います。新しいルールは、企業によるリスク管理の
もと、初回承認後に機械学習システムがある程度
進化することを認める可能性があります。

ライフサイエンス企業は、患者のアウトカムの改善に重点を置いた信頼できるヘルスケアデー
タ管理者としての役割を果たさなければなりません。ライフサイエンス企業は規制機関とデー
タを共有し、医薬品の製品化を早め、世界中の実際のエビデンスを結びつけることでペイシェ
ントエクスペリエンスを高め、ヘルスケアの費用を削減します。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト 
業界が備えておくべきこと

予測的
ファーマコビジランスと
先を見越した規制 自己改良規制
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エシカルインパクト
ライフサイエンス・ヘルスケアエコシステム全体において、企業は、特許ベー
スのビジネスモデルから患者中心のサービスに移行するために、次のよう
なステップを検討する必要があります。

協力して患者データを標準化する
信頼を構築し、標準化されたソリューションを見つけ、
患者記録をデジタル化することで、複数の医療機関
の間でデータを移行できないことに対する消費者
の不満を回避します。

データを患者の役に立つように活用する
患者に自身のヘルスケアデータの所有権を与え、予
防的なウェルネス文化を醸成することで、個人とシ
ステムに利益をもたらす価値交換を確立します。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト 
業界が備えておくべきこと

ペイシェントエクスペリエンスの改善の仕方

つなげる

予測する



31

エシカルインパクト

製薬会社が備えておくべきこと

通貨としてのデータ
オーダーメイド治療や患者の正しい薬の服用の手助
けをするサービスの特典と引き換えに、データを提
供します。

開発を加速させるための協力
特に危機的な時期に医薬品の開発を加速させるために、
競合候補と協力し、パートナーシップを構築します。

信頼の確保
サイバーセキュリティを強化し、患者データを守るためにAI、
ブロックチェーン、高度デジタルテクノロジーを模索することで、
信頼できるデータ管理者であることを証明します。

成功の方程式
AIを導入することで、ファーマコビジランス専門家が専門知
識および判断力を機械によって生成されたインサイトと組み
合わせ、有害事象にただ単に対応するのではなく予測できる
ようにします。

予測のための合理化
症例処理と報告を自動化し、ナレッジワーカーが
重体患者への対応に集中できるようにすることで、
ファーマコビジランスの再構築に向けた第一歩を踏
み出します。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト  |  業界が備えておくべきこと

つなげる 予測する

適応する
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エシカルインパクト

販売業者が備えておくべきこと

満足のいく供給
ディストリビューションチェーン全体で、より
良いカスタマーエクスペリエンスの提供に集中
して取り組みます。サプライチェーンの透明性
を高め、ヘルスケアのパスを患者が理解しやす
く手頃な価格にします。

反応の良い供給システム
供給モデルについては、ブロックバスターの推進から、
患者のニーズに耳を傾け、対応し、ニーズに沿った治療
法を実施する形へと変えていきます。

カスタマーエクスペリエンスとクライアントエ
クスペリエンスを優先する
従業員にトレーニングを行い、増加するヘルス
ケアサプライヤーやサービスの中から患者が適
切なものを選択できるツールに投資することで、
DTCビジネスモデルに向けたカスタマーエク
スペリエンスのトランスフォーメーションの方
策を講じます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト  |  業界が備えておくべきこと

つなげる 予測する

適応する
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標準化の追求  
シームレスで多様なヘルスケアジャーニーに対する
患者の期待に応えます。患者が複数の医療機関の間で
データを動かすことを可能にすることで、断片的な記
録から標準化されたシステムへの移行を可能にします。

シンプルなパス  
テクノロジーとデザインを用いて患者の視点に立っ
たヘルスケア体験を提供する「ペイバイダー」パート
ナーシップを増やすことで、複雑なケアモデルからシ
ンプルなケアパスへと移行します。

相互説明責任を育む
行動の修正を支援するウェルネス指導員になれるよう
にスタッフをトレーニングして、患者主導のウェルネ
スを推進します。アウトカムに対する共同説明責任を
医療機関と患者に持たせることで、患者が積極的に自
身のヘルスジャーニーを医療機関と協力して作成する
後押しをします。

つなげる 適応する

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト  |  業界が備えておくべきこと

エシカルインパクト

医療機関が備えておくべきこと
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アウトカムに重点を置く  
成功した場合のみ支払いが発生するアウトカムベー
スの契約を作成します。ただし、治療に効果があると
保証されていない場合でも確実に患者を守らなけれ
ばなりません。

バランスの取れた支払請求  
価格の透明性を確保する準備として、病院および医療
機関と協力してオープンなヘルスケアネットワーク
を構築し、患者がどの医療機関を利用しても、確実に
患者の費用がカバーされ、患者に対する直接の支払請
求を防止します。

患者に力を与える
患者に自身のデータの所有権と収益権を与え、データ
の共有を奨励する戦略を追求し、集団的知性を用いて
医薬品とサービスに関するより良い取引を成立させ
ます。

適応する

つなげる

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  エシカルインパクト  |  
業界が備えておくべきこと

エシカルインパクト

保険者が備えておくべきこと



知識と発見の独占から協調的イノベーションネットワークへ

03
システム全体の
プランニング

透明性を保って協力することで、長期的な包括
的アプローチにより、大局的見地から見た脆弱
性に対するレジリエンスを構築することがで
きるようになります。



システム全体のプランニング

競争ではなく協力治療の専門化 イノベーションエコノミーの構築

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング

ライフサイエンス・ヘルスケア企業と関係当局は、患者にとって
の最良のアウトカムに重点を置いた協力と統合を実現するため、
R&D戦略および経済的戦略、規制戦略を追求しています。

幅広い症状をカバーし続ける企業も一部には存在していますが、
多くのライフサイエンス企業は専門分野の医薬品とサービスの開
発に特化するようになります。

企業は長期的思考をもとにパーソナライズド・メディシンとプレ
シジョン・メディシンを支えるビジネスモデルを開発するでしょう。
高度な評価基準によって、新しい治療の初期医療費が高額であっ
ても、生涯にわたって社会にどのような価値をもたらすかを明ら
かにします。

マイクロトレンド
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治療の専門化
ヘルスケア業界は世界規模で多様化しており、新しい市場を創出しています。パーソナラ
イズド・メディシンの複雑性と経済性が、特定の治療領域におけるライフサイエンス企業
の高度な専門化を促します。

大塚製薬は、非常に革新的な医薬品と診断法の研
究開発に力を注いでいます。同社は未解決の医療
ニーズに対応するというコミットメントに基づき、
疾患の画期的な治療法を生み出しています。精神
疾患および神経疾患、がん領域に関する取り組み
を優先する一方で、専門栄養製品の新しい市場も
創出しています。

Cydanは、希少な遺伝性疾患を抱える患者の生
活を改善する治療を進歩させることに注力する
初のオーファンドラッグアクセラレーターです。
こうした遺伝性疾患の推定75%に罹患している
のは、子どもたちなのです。

パーソナライズド・メディシンのサプライチェーンの複雑性が、多くの企業の専門化を促すで
しょう。多くの異なる種類の症状に対するパイプラインの構築を目指す製薬会社でさえも、自
社のポートフォリオの下でパーソナライズド・メディシンブランドとプレシジョン・メディシ
ンブランドの専門化に重点を置くようになるでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング

新しい市場の創出 希少な機会を探る



38

競争ではなく協力
ライフサイエンスにおけるイノベーションにはデータとリソースの共有が必須となってい
るため、主要企業と競合の間の協力と協働が増え、それが新しいモデルを確立することにな
ります。

ジョンソン・エンド・ジョンソンやアストラゼネカ、
GSKをはじめとする大手製薬会社10社が、お互い
のデータについて創薬機械学習アルゴリズムを訓練
するための初の協働に乗り出しています。Google 
Venturesが支援するスタートアップ企業のOwkin
は、ライバルに企業秘密を漏らすことなく、完全なト
レーサビリティを確保してアルゴリズムが競合のデー
タを徹底的に探すことを可能にする安全なブロック
チェーンベースのシステムを開発しました。 

英国に拠点を置く航空宇宙セクター、自動車セクター、
医療セクターの工業会社およびテクノロジー企業、
エンジニアリング企業で構成されるコンソーシアム
が、保険制度におけるコロナウイルスとの闘いを支
援するために共同で医療用人工呼吸器を製造してい
ます。シーメンスやエアバス、フォード、複数のF1チー
ムをはじめとする企業が医療機器メーカーである
Penlon と協力し、同社の人工呼吸器を改良し、現在
の生産に使われている材料と部品を使用して生産を
加速させました。

協働によってR&Dが根本から変化を遂げ、企業はコストを分担し、ソリューションをより迅速
に見つけることができるようになるでしょう。医薬品を作るためのこうしたディスラプティブ
なモデルが、ライフサイエンスの経済性を劇的に変えていくことになります。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング

協調的R&D コロナウイルスコンソーシアム
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イノベーションエコノミーの構築
コスト圧力とコスト競争が高まっていることから、新しい成長機会を見出し、新たな治療法の可能性と社会がそれを利用する能
力のバランスを取るためには、革新的なライフサイエンス・ヘルスケアビジネスモデルの創出が不可欠です。

保健高等研究計画局（HARPA）は、ライフサイエンスにおけるイノベー
ションとR&Dを推進するために提唱されたモデルです。HARPAは、ハ
イインパクト投資の原則と市場創造の原則を用いて、科学技術の進歩を
軍事イノベーションに役立てた国防高等研究計画局をモデルにしています。

Cambia Health Solutionsは、人間に焦点を当てた経済的にサステナ
ブルなヘルスケアシステムを創出するために活動する企業グループです。
Cambiaは今日の消費者のニーズに応えるために事業の方向転換を行
いました。ソフトウェアとモバイルアプリケーション、従来とは異なる
提供モデル、健康保険と生命保険、ウェルネス、消費者エンゲージメント
全般へと活動分野を広げることで、未来のディスラプションに適応する
ことができるようになります。

企業は事業ではなく患者に重点を置いたR&Dおよび新規ベンチャー事業、
買収などを通じて一般市民の信頼を得ることで自らの価値を引き出すでしょ
う。協働が増えたことにより、音楽業界と出版業界が経験したものに近いディ
スラプティブな経済モデルが促進されるでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング

命を守る ディスラプションに打ち勝つ
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システム全体のプランニング
ライフサイエンス・ヘルスケアエコシステム全体において、企業は、知識と発
見の独占から、協調的なイノベーションネットワークへと移行するために、
以下を検討する必要があります。

グローバルケア
ヘルスケア当局と同時に働きかけて、世界中で
医薬品の規制を標準化することで、新しい治療
法を世に出し、世界に利益をもたらします。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング 
業界が備えておくべきこと

ペイシェントエクスペリエンスの改善

つなげる



41

システム全体のプランニング

製薬会社が備えておくべきこと

エバーグリーニングについて考え直す
規制機関は、小さな改良を加えて医薬品の特許
の存続期間の延長を企てる企業に対する規制を
強めています。デジタルモニタリングを通じた
患者のための価値付加サービスと医薬品の特徴
を強めるインサイトを創出するサービス化モデ
ルを追求します。

イノベーションのための規制
事後の規制から、先を見越した規制へと移行し
ます。関係当局がリアルタイムでライフサイエ
ンス企業のモニタリングを行うことを可能にし、
企業がマーケティングを適宜修正し、価格設定
を調整し、安全性のモニタリングを行い、より迅
速に市場に参入する手助けをします。

オープンな文化の醸成
ヘルスケアエコシステム全体に広がる集合的文
化を構築し、スタッフに対して協力して知識を
共有するよう促します。

つなげる

適応する

予測する

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング  |  業界が備えておくべきこと
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システム全体のプランニング

販売業者が備えておくべきこと

流動的なデータ
新しいテクノロジーを利用して、競合を含む主
要企業とリアルタイムインサイトを共有するこ
とを可能にするオープンデータパートナーシッ
プを形成します。

薬局のトランスフォーメーション
小売業とeコマースを参考に、販売をうまくデジ
タル化し、薬局の実店舗でカスタマーエクスペ
リエンスのトランスフォーメーションを行うこ
とができる労働力に投資します。オンラインで
はチャットボットとAIを用い、店舗ではヒュー
マンタッチを強化します。

つなげる

適応する

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング 
業界が備えておくべきこと
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システム全体のプランニング

医療機関が備えておくべきこと

保険者と医療機関を融合させる可能性
サプライチェーンに圧力をかけて適正な価格設定
をすることで、患者にとって価値を最大化するため
に提携関係を構築します。

データを保護し、重視する
医療機関が患者データを管理している場合、患者に
とっての価値を最大化する取引を行うことで、保有
するインサイトの価値を最大化するためのネット
ワークを構築し、データポイントをつなげる必要が
あります。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング  |  業界が備えておくべきこと

つなげる 予測する



システム全体のプランニング

保険者が備えておくべきこと

ナノアウトカム
アウトカムベースの契約を進める保険者は、製薬会
社にリアルタイムで効果を追跡するためにナノテ
クノロジーとデジタルピルを採用するよう圧力を
かけることができます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  システム全体のプランニング 
業界が備えておくべきこと

予測する
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オプティマイズド・
リアリティ

エシカルインパクト

ライフサービスへの道
各マクロトレンドにおいて成長するためには、ライフサイエンス企業は3つの大きな移行を成し遂
げる必要があります。

総合的治療から普遍的な
パーソナライズド・
メディシンへ

特許ベースの
ビジネスモデルから
患者中心のサービスへ

知識と発見の独占から
協調的イノベーション
ネットワークへ

•  期待を膨らませる消費者をパーソナ
ライズド・メディシンやオーダーメ
イド治療、反応の早いサービスで満
足させます

•  データを利用して消費者が積極的に
ウェルネスを管理し、起こり得る健
康問題を未然に防げるようにします。

•  数量重視の製造業者から価値重視の
サービスプロバイダーに移行し、経
済的影響を社会的影響と整合させま
す

•  透明性と先を見越した報告、有害事
象と健康脅威の予測的予防、適正な
価格設定を通じて信頼を構築します

•  患者にとっての最良のアウトカムに
重点を置いた協力と統合を実現する
ため、長期的戦略を追求します

•  専門分野におけるアウトカムを最
大化し、データを結び付け、サプライ
チェーンを簡略化するために専門化
を進めます

システム全体の
プランニング

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する  |  業界における変革
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ライフサイエンスエコシステムが2025年に目標を達成するた
めに、企業はトランスフォーメーションを行う前に、以下を実施
し、患者に焦点を当てなければなりません：

データを組織の中核に据える

シームレスに協力する

予測を利用してリスクとビジネスチャンスを特定する

パーパス主導の人材を育てる

AIを組み込み、そのインサイトを従業員の知識や
状況と組み合わせる

成功を収める企業は、これらを基盤として次世代のライフサイエンス・ヘルスケアビジネスを構築していきます。
私たちはこのように先見性のある組織を本能的な企業と呼んでいます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する

01

05
04
03
02

ライフサイエンス・ヘルスケアの未来の実現



本能の時代のライフサイエンス・
ヘルスケア業界
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“オプティマイズド・リアリティとエシカルインパクト、システム全
体のプランニングにより形作られる世界で成長する企業は、エコ
システム全体からのデータと知識、人々、インサイトを結びつけ、
患者と顧客に利益をもたらす迅速かつ正確な意思決定を行い、長
期的なレジリエンスを構築することができます。これが本能的な
企業です。

次世代のライフサイエンス企業は、AIを組織全体に組み込み、人々
がより長く、より健康的な生活を送るためのエンドツーエンドの
サービスに重点を置くことで、真にパーソナライズドされたヘル
スケアシステムに移行することができるでしょう。

2025年に成長する:

 本能的な企業への進化

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する  |  本能的な企業

– Genpact

本能的な企業は、ビジネス界における
新種であり、今日の困難な状況に完璧
な形で適応しています。よりスマート
かつ迅速に、顧客のより身近な存在と
なり、脅威に打ち勝って、チャンスをも
のにします。”
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本能的なライフサイエンス・ヘルスケア業界
本能的な企業は、未来のマクロトレンドをうまく舵取りし、新規市場参入者に対応できるよう備え、パーソナライズド・メディシンを採
用した経済的モデルを構築し、ヘルスケアを万人にとって分かりやすく手頃なものにします。

本能的なライフサイエンス・ヘルスケア企業は、従業員やパートナーから得た状況や知識をAIインサイトと組み合わせ、3つの特徴を
有しています。

本能的な企業は、ペイシェントエクスペリエンスにさ
らに寄り添い、社外パートナーシップを採用していき
ます。競合ともパートナーシップを結ぶ可能性があり
ます。本能的な企業は協力してデータを標準化し、デー
タの共有を容易にすることで発見の手助けをし、サプ
ライチェーンのトランスフォーメーションを行い、提
供方法に革命を起こして患者の期待に応えるでしょう。

本能的なライフサイエンス・ヘルスケア企業は、
データと先進テクノロジーを利用し、患者のニー
ズを予測し、信頼を高め、治療法を発見し、リアル
タイムの実用的なインサイトと迅速かつ正確な
予測能力を獲得することで有害事象を未然に防
ぐことができるようになります。

テクノロジーで拡張されたヘルスケア労働力は、
あらゆるタッチポイントにおいて人間と機械
を組み合わせたものとなります。発見から提供、
カスタマーエクスペリエンスまで、拡張された
ヘルスケア労働力は変化を受け入れ、新しいス
キルを採用し、協働し、患者という共通の目的
を中心に据えて足並みを揃えます。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する  |  本能的な企業

予測的
インサイト

適応力のある
労働力

コネクテッド 
エコシステム
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もしもライフサイエンス・ヘルスケア企業が 
本能的な企業に進化することができたら？

何を成し遂げることができるでしょうか？

もしもバイオテクノロジーとナノテクノロジーを、
AIを組み合わせることで、発生前に薬物有害反応を
検知し、これまで予測不可能だった事象を防ぐため
に介入することができたら？リアルタイムで患者
の生理機能を追跡するスマートピルとウェアラブ
ル機器を利用したサービスが患者に医薬品を服用
する最適な時間を知らせ、有害反応が起こる可能性
がある治療法について警告できるようになります。

もしも遺伝学とDNA分析の進歩が、人々がそれぞ
れの遺伝子構造と個人的な望みに基づいて詳細な
ライフプランを計画する手助けをすることができ
たら？人々はダンサー、ミュージシャン、宇宙飛行士、
サッカー選手、作家になる最大のチャンスを提供し
てくれる健康計画を選ぶことができるようになる
でしょうか？

もしもライフサイエンス企業が世界保健機関や国
連開発計画などの非政府組織と協力し、グローバル
な規制基準を打ち立て、ヘルスケアの機会と脅威へ
の対応を統一したら？

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する  |  もしも...

もしも患者のカルテと健康データが国を超えて世
界中で標準化されたら？一つのシステムが、患者が
ヘルスケアエコシステムの中をシームレスに進ん
でいくことを可能にするでしょう。救急治療の状況
下においてもカルテを利用でき、患者がどのような
ケアを選択したかを確認できるようになります。

もしもデジタル化が、実際の薬局のあり方ががらり
と変化し、寿命の延びた人々が会い、慢性的な痛み
に関するアドバイスをもらい、処方箋をダウンロー
ドし、薬を3Dプリントすることができるコミュニ
ティセンターになることを指すとしたら？このよ
うな進化を遂げることができれば、医師のアドバイ
スと医薬品製造・供給業者のアドバイスが融合され
るでしょう。

普遍的なカルテ

私の完璧な人生 世界規模の医療サービス

コミュニティセンター薬局 用心深い守護者
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2025年のライフサイエンス・
ヘルスケア業界：
準備はできていますか？
企業が未来の世界に備えて準備を進めるために、私たちのレポートはトランスフォーメー
ションに関する指針を提供します。

次世代のライフサイエンス企業と医療機関は、神経回路としてオートメーションとAIが
組み込まれたコネクテッドエコシステムや予測的インサイト、適応力のある労働力を実
現するために、すでに決定的な手段を講じ始めています。

本能的なライフサイエンス・ヘルスケア企業は科学分野および技術分野、ヒューマンパワー
の進歩を融合させることで、これらの移行を実施し、成功を収めるでしょう。患者中心の
戦略を採用していることを示すために研究とイノベーションを行動に移すことで、本能
的なライフサイエンス・ヘルスケア企業は平均余命を延ばし、健康的な生活に対する私
たちの期待を高め、ライフサイエンスをライフサービスに変えるでしょう。

本能の時代のライフサイエンス・ヘルスケア業界  |  2025年に成長する 
 準備はできていますか？

今こそトランスフォーメーションを加速させる時です。
トランスフォーメーションの始め方の詳細については、genpact.com/jp/へアクセスして
ください。
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