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代表者（講座長）  准教授 脇 嘉代 
構成員 （研究者） 特任助教 三宅加奈 

特任研究員  澁田 朋未 
【 プロジェクト概要 】 
本プロジェクトは、患者の医療に対する様々なニーズを把握し、IoT/ICT の利活用によって、医

療従事者と患者双方の満足度が高いサービスを開発することを目的としている。まず、時間的・

空間的に別々に取得・管理された電子的な調剤薬局の健康医療情報を、情報ネットワークによっ

て仮想的に統合するシステムを構築し、分析を行う。そして、服薬のアドヒアランスや生活習慣

病の経過・進行に影響を与える因子を明らかにし、それぞれの因子の影響を定量的に検証した上

で、新たなサービスの開発を目指す。 
前身の社会連携講座健康空間情報学講座は平成 21 年 9 月、22 世紀医療センターに開設され、2
型糖尿病患者もしくは生活習慣病のハイリスク群を対象に自己管理を支援する ICT システム

（DialBetics：ダイヤルベティックス(後に、DialBetes：ダイヤルベテスに改称)）の開発を行っ

て来たが、令和元年 8 月末で同講座は終了となった。同年 9 月以降は、当プロジェクトで継続

案件の対応を行っており、昨年度に引き続き企業勤務者を対象とした臨床研究を実施し、さらに

複数の病院の協力の下、多施設共同研究を実施中である。 
また、旧健康空間情報学講座（現企画情報運営部）では、東京大学医学部附属病院の特定保健指

導 実 施 機 関 と し て 機 関 コ ー ド （ 1318814790 ） を 取 得 し

（https://www.ssk.or.jp/cgi/kikankensaku/kensaku3.cgi）、平成 29 年度より当研究室で開発し

た自己管理支援システム（DialBeticsLite）を用いた特定保健指導（以下保健指導）を提供して

いる。 
【 研究内容 】 
前身の健康空間情報学講座では、2 型糖尿病患者の自己管理を支援するシステム

（DialBetics→DialBetes に改称）を開発し、これまでに約 50名規模のランダム化比較試験等を

行い、本システム使用群では非使用群に比較して有意に HbA1c が低下するという臨床的なエビ

デンスを得ている。 
令和３年度は新たに開発したシステムを用いた研究も含め、以下 ①～③の臨床試験を実施した。

また、③は東大と日本総合システムが共同開発したPLS（パーソナルライフストレージ ウェブ

システム）の利便性と有用性を確認する研究である。 
 
① ＩＣＴシステム利用希望者に対する生活習慣自己管理支援・遠隔診療支援アプリ

（SMART-H）の有用性・利便性の検証 
血圧・体重・歩数・食事内容の自己記録登録を研究参加者が行い、データに対してフィードバッ

クを行うタブレット上のアプリを使用した研究を令和 2 年度に開始した。令和 2 年度は、1 私企

業の従業員（健康診断の結果、特定保健指導の対象であり、さらに高血圧および空腹時血糖正常

高値以上である者）を対象として 20 名が参加し、測定・登録を行い、令和 3 年度にその結果を



   

取りまとめた。この研究は説明会を始め全ての工程をオンラインで実施し、社会的な要請もあり、

デジタル化を推進できたことも一つの成果である。 
② 糖尿病腎症に対する自己管理支援 ICT システムの有効性に関するランダム化比較試験 
平成 30 年度にAMED DKD-ICT 研究の主施設として、糖尿病性腎症 2期の患者を対象とし糖尿

病性腎症の進行抑制を目的としたDialBetics 利用の臨床研究を開始した。本試験は、DialBetics
のシステムを医療機関の医療従事者が管理・運用する「病院モデル」と、調剤薬局の薬剤師が管

理・運用する「薬局モデル」のもと実施している。研究参加者のうちシステム使用群はDialBetics
及び測定機器類（血糖測定器、血圧計、体組成計、活動量計）を用いて自己管理を行う。「薬局モ

デル」のシステム使用群は ICT 電子お薬手帳を用いて、服薬遵守率を調査され、服薬指導を受け

る。令和 3年４月に当院を含めて 8施設すべての全症例で追跡期間が終了し、全データの固定を

進めている。令和 4年度に論文化の予定である。  
③ 在宅健康データ共有システムの利便性・有用性の評価の研究 
研究参加者自身がスマートフォンアプリで自身の健康情報を記録するPLS（パーソナルライフス

トレージ ウェブシステム）の利便性と有用性を確認する研究を令和 2 年度に開始し、企業健康

保険組合の診療所 1 か所で参加者を募集し、3 カ月間のシステム利用後、参加者はウェブアンケ

ートに回答した。また主治医も測定結果を閲覧でき、必要に応じて診療に役立てることができる。

この研究は令和 3年 3月末でリクルートを終了し、同年 7月中に全参加者からのアンケートへの

回答までを完了した。 令和 3 年度は新たに 2 私企業での臨床研究を開始する予定であったが、

新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域接種の関係等で開始が遅れていた。しかし、令和 4年

1 月に 1 企業での登録が開始され、120 人を超える参加者となっており、こちらは 1 年間の測定

登録期間となっている。 
  
【 今後の展望 】 
今までの研究で得られた成果を基として、一段とステップアップした新たなデジタル治療に資す

るアプリ（システム）の開発を進める予定である。IoT/ICTの利活用により時間や場所の制限を

受けない患者の日常生活に寄り添った療養指導の実現に向けて研究活動に取り組む。コロナ禍に

よる移動や対面会話の制約を受けない指導・診療の実現も目標としている。 
 
【令和３年度活動実績 】 
 
＜論文・著書＞  
■ 和文論文  
無し 
 
■ 英文論文 
 
1. Kawaki Y, Sankoda A, Waki K, et al. Efficacy of the Self-management Support System 

DialBetesPlus for Diabetic Kidney Disease: Protocol for a Randomized Controlled Trial. 
JMIR Res Protoc. 2021 Aug 17;10(8):e31061. 



   

 
2. Sankoda A, Waki K, Yamaguchi S, Mieno M, Nangaku M, Yamauchi T, Ohe K.Effect of 

Digital Health Among People With Type 2 Diabetes Mellitus During the COVID-19 
Pandemic in Japan.JDiabetesSciTechnol. 2021 Oct 9:19322968211050040. doi: 
10.1177/19322968211050040 Online ahead of print.PMID: 34632810 JMIR Form Res 

 
3. Masahiro Kondo , Teru Okitsu ,Kayo Waki , Toshimasa Yamauchi ,Masaomi Nangaku, 

Kazuhiko Ohe  Effect of Information and Communication Technology-Based 
Self-management System DialBeticsLite on Treating Abdominal Obesity in the Specific 
Health Guidance in Japan: Randomized Controlled TrialAffiliations expand PMID: 
35323122 DOI: 10.2196/338521. 2022 Mar 4;6(3):e33852. 

 
 
 
＜学会・講演会発表＞  
■ 国内学会  
 
第 64回 日本糖尿病学会年次学術集会 （2021年 5 月） 
・脇 嘉代：「糖尿病PHR-DialBetics-のDKD 重症化における有用性と課題」 
・脇 嘉代：「糖尿病診療におけるデジタル化とその課題」 
 
第 25回 日本医療情報学会春季学術大会 （2021年 6月） 
・脇 嘉代：大会企画セッション 3「Year-in-Review」 
・澁田朋未：「自己管理支援mHealth システム利用中の歩数の変化に関連する参加者特性とシ

ステムの改善案の検討 
 
第 64回 日本腎臓学会学術総会 （2021年 6月） 
・脇 嘉代：「デジタルヘルスと糖尿病性腎臓病」 
 
第 6回 D＆I 科学研究会 学術集会 （2021年 7月） 
・脇 嘉代：「ICT を利用した慢性疾患自己管理支援システムの有用性と普及実装」 
 
第 64回 日本内科学会 関東支部主催 生涯教育講演会 （2021年 7 月） 
・脇 嘉代：「ICT を用いた疾病管理」 
 
第 21回 日本糖尿病インフォマティクス学会年次学術集会 （2021年 8月） 
・脇 嘉代：座長「人工知能と糖尿病医療における応用」 
 
第 41回 医療情報学連合大会（第 22回日本医療情報学会学術大会） （2021 年 11月） 



   

・脇 嘉代：「PHR を利用した慢性疾患自己管理支援システムの有用性と普及実装」 
・脇 嘉代：座長「ダイバーシティへの取り組み」 
 
■ 国際学会  
無し 
 
＜講演会・研究集会＞ 
■招待講演・シンポジウム 
 
第 5回 厚労省標準 SS-MIX2 の利活用事例シンポジウム （2021年 7 月） 
・脇 嘉代：「SS-MIX のツリー構造とその概略の ISO 化について」 
 
MSD 株式会社 JOTO Diabetes Forum （2021年 10 月） 
・脇 嘉代：「ICT システムを用いた糖尿病自己管理支援とデータ解析」 
 
第 62回 愛媛糖尿病チーム医療研修会オープンWEB セミナー （2022 年 3 月） 
・脇 嘉代：「デジタルヘルスと 2型糖尿病」 
 
■ 社会活動 
 
■ AMED 
・ ICT を活用した糖尿病腎症重症化抑制法の構築（研究代表者：柏原 直樹 研究分担者：脇

嘉代） 
・ Diabetic Kidney Disease の成因分類とその予防法の確立に関する研究（日本糖尿病学会、

日本腎臓学会共同提案）（研究代表者：南学正臣 研究分担者：脇嘉代） 
 
■ その他の研究助成金 
厚生労働科学研究費補助金 
・（政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業） 
ユースケース・ベースのPHRサービスによるOpen FHIRと電子カルテの連携を目指すクラウド

型医療連携プラットフォーム構築研究 
 
共同研究 
・ 日本調剤株式会社：IoT/ICT を活用した調剤薬局・薬剤師業務の開発に関する研究 
・ 明治安田生命健康保険組合： 歩行支援機能を強化したスマホアプリを用いたモバイル医療体制

の構築に関する研究 
・ 他に生活習慣病自己管理支援システム関係で数件 
 
 



   

 
【 学外活動 】 
脇嘉代 
・ 膵臓移植中央調査委員会 メディカルオフィサー 
・ 一般社団法人 日本医療情報学会  
    

評議員 
   理事 
   国際委員会 委員 
   総務・規約委員会 副委員長 
   教育委員会 副委員長 
・一般社団法人日本糖尿病インフォマティクス学会 
   理事 
 
【 臨床実績・臨床試験・臨床研究 】  
・ 脇 嘉代  糖尿病・代謝内科外来 J-DOIT3追跡研究協力医師 
 


