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本発表の狙い 
u 新興国、開発途上国への関心の増大 

Ø 開発途上国に目を向けてもらうこと     
Ø 新たな遠隔医療の可能性を知ってもらうこと 
Ø ソーシャルビジネスについて関心を持ってもらうこと 
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我々の研究室メンバー 
•  国際的な環境で実践的な研究をおこないたい人 
•  異文化に興味がある人。外国語（英語）でコミュニケー

ションをとりたい人 
•  Social Change Maker になりたい人 
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xTURP: Technologies for UnReached 
People 

•  社会課題をどう整理するか、技術仕様書とし
てどうまとめらるか 

•  既存技術で解決可能か？どんな工夫が必要
かーイノベーション価値は？ 

•  実証実験現場でどんなデータをどうやって取
るのか？どう解析すべきか？ 

•  国際社会へどのように知らせるか？（論文？
新聞？テレビ？Facebook?) 
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バングラデシュの概要	

1947年　東パキスタンとなる。 
1971年　バングラデシュとして独立。	

国旗 	



バングラデシュの概要

面積	 144,000km²（日本の約　1/3）	

人口	
1億5,250万人	
（2013年3月、バングラデシュ統計局）	

人口密度	 982人/km²　（日本の約3倍）	

GDP	
1人当り	

960ドル	  
（2013年度、バングラデシュ統計局）	



グラミン銀行とグラミン・ファミリー	
• ムハマド・ユヌス氏が1983年にグ
ラミン銀行を創設。	 

• グラミンとは「農村の」という意
味。	 

• 主に農村部で貧困層を対象に無担
保で融資をおこなうマイクロ・クレ
ジットを実施。	 

• グラミン銀行を中心に様々な分野
で事業を展開。	 

• グラミン・ファミリーと呼ば
「ソーシャル・ビジネス」をおこな
う組織も多い。	 



•  グラミン銀行は、貧しい人のための銀行。 
•  無担保の少額融資。 
•  利用者の97％は女性。 
•  返済率は98％。 

•  BOPの人々に、金融サービスへのアクセス機会を提供。 
•  BOPが「ローンを組み、返済できる」ことを証明。 

•  2006年、グラミン銀行とムハマド・ユヌス氏はノーベル平和
賞を受賞。 

マイクロ・ファイナンス	



社会課題とは 
我々の研究ビジョン 

Social Challenges 
Our Vision 
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社会課題とは？
-‐‑‒形式的な課題-‐‑‒

形式的な課題認識識でも多くの効果的な取り組み
が⾏行行われている。

⾒見見えていない根本的な課題
 　-‐‑‒暗黙的な課題-‐‑‒

Courtesy: T. Tsuno 10 



2007年年：共同研究協定締結
社会情報基盤の再構築

・グラミン銀⾏行行創設者
 　ムハマド・ユヌス

・2006年年にノーベル
平和賞受賞

・九州⼤大学システム
情報科学研究院教授 　
安浦寛⼈人

・現在、九州⼤大学理理
事・副学⻑⾧長

社会課題を解決するための技術
的な要求と、実証実験のフィー
ルドを提供

社会課題を解決するための
最新の技術および研究者を提供

グラミン 九州⼤大学
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グローバルな課題 
規模 カテゴリー 

30億人 　1日の収入が$2.50　以下 貧困 

10億人　文字を読むことができない 教育 

150万人 毎年、下痢により子供が亡くなる 健康 

160万人　電気の利用ができない エネルギー 

・・・   ・・・  	

 

Big Research Question: 
Can power of   ICT change these facts? 
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開発途上国のヘルスケアの課題	

•  医者、医療従事者の数が少ない。 
•  医療従事者は、都市部に住み、農村部

に少ない。 
•  村人は医療を受ける機会が少ない。 
•  医療を受けるために、遠く（都市）まで出

かける必要があり、高額の交通費が必要。	

(c) Ashir Ahmed, 2015 13 



地方部のコミュニティ・クリニック 
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基本的な診断と治療に限定される	



脳卒中 

糖尿病 

心不全 

肝不全 

•  生活習慣病　Non-Communicable Diseases (NCD) 
•  簡単なガイドラインによる定期健康診断により、予防することができる。	  
•  3600万人が毎年死亡。80％が低中所得の国々 
•  若者にとっても脅威 

サイレントキラー 
The silent killers 
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新たな挑戦と機会 

•  農村、地方部には医師が少ない 
•  病院は患者からの収入がないと維持できない 
•  患者は、診療費より病院にいくための交通費の方が高い 
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•  携帯電話の人口カバー率 98%  
•  遠隔の携帯電話による健康相談サービスが 
2001年に開始 



患者の家庭 

  - 40?�-$*;�>B�g`�Sj��6?�� 
  - Ns�'1,����6,7jy� 
  - .9%5+'4��Zcds�H\o����ZcNs�a�K����� 

  - #36 /(������X��?��r{�q�����u�Ns�kL
�@=���|M 
 

 
:z]���� 
  - 30% C<�60;*; 

  - 100TC<E�?��� 
  - [G���Y?���������	��$8;2�J���	������ 
  - 60mC<�?��30-50%�i_�h����� 

  - I?eW�Rf��P���wDp��n
���}��-$*;�xQ
�I?eW��v��~ 
 

:AV���!9-�O 16"��=F�t�	����� 

 
U  7 N s � & ; 7 ) 9 * ; � & ; 7 � ^ b � � � � l [ �

携帯電話による遠隔医療相談システム 
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農村	  
都市	  



ポータブルヘルス・クリニック 
仕組み 
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Glucometer	Pulse Oximeter 

Barcode Reader	

Measure 
(Height, Waist, Hip) 

BP Machine 
(Pressure, Arrhythmia)	

Weight Scale	Mobile Printer	

Buttery	

Android Terminal	

Internet  
Modem	

Hemocue 
(Hemoglobin)	

Thermometer 

Name Cards  
with Barcodes 

Urine Test Tape 
（Protein, Sugar, 
Urobilinogen）	

医療機器とアンドロイド・デバイス（タブレット）が患者の健康情報を集める 

ドクター　in the Box 



患者 
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1.ポータブル・ヘルス 
クリニック	 2. GramHealth DB	

3. 起業家 
（小規模なビジネスを
始めたい人）	

4. 遠隔医療相談センター
(Operation Center)	

運用の4つの要素 
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ポータブルヘルスクリニックの構造 
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グラムヘルス 
起業家 

遠隔医療センター GramHealth BigData 

Internet Connection 

EHR 

Community A  Community B 

•  By Community Health workers with advanced training 
•  Community size: 10000 households (2-5% target) 
•  Area: < 5 sqkm 

プライマリー 
ヘルスケア 
サービス 

医療相談 



1.	  登録	   2.	  健康診
断	


分類	  

3.	  遠隔での相
談	
 4.	  診断と処方箋	  

分類	   ヘルスケア	  
ガイドライン	  

GramHealth	  
DB	  

(1)	  登録データ	  

(2)	  健康診断データ	  
(3)	  会話データ	  

(4
)	  P

re
sc
rip

0o
n	  
D
at
a	  

医療サービスを受けられない人々	   Doctor	  @	  Urban	  Call	  Center	  
Connected	  by	  Internet	  

検査	  

3. グラム・ヘルス DB 
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ヘルスケア・レディ　–小さな起業家- 

ヘルスケア・レディ 

ポータブル 
ヘルスクリニック 

ヘルスケア 
サービス 

都市、農村の 
患者 

1 

2 3 

4 

新しい 
ソーシャルビジネス

の企業 
トレーニング 
融資 

メンテナンス 
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ビデオ 
ポータブルヘルスクリニック 
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活動の現状について 
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Rural	  
51%	  

Urban	  
23%	  

Suburban	  
26%	  

Male	  
48%	  

Female	  
52%	  

Reached:	

32 locations (Rural) in 9 Districts	

2 Semi Urban Corporates	

30,000 subjects	


32地域に展開。30,000人の利用者 



Social Services on Wheels: ソーシャルサービス 
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オンラインで利用可能  
1.  ヘルスケア 
2.  教育 
3.  学習　e-Learning 
4.  日用品の購入 



Small Data, Small Decisions, BigData Big Decisions 

Community 
Demography Data 

BigInfo 
（情報） 

BigData 
（データ） 

Community-1 Community-2 Community-N 

BigKnowledge 
（知識） 

Bi
g	  
A
na
ly
si
s	  

Community 
Healthcare Data 

Community Mobility 
Data 

To Community, to 
Government 

To Community, to 
Government 

To Research 
Community 

Multi-disciplinary 
Inter-disciplinary 
Data  

Community  
Agro Data  

Big = Σsmall 
Individual, Community, State, Globe 

Σ	  

Since	  2009	  
Kyudai	  and	  Grameen	  
Sponsors:	  JST,	  IST	  

Since	  2009	  
Kyudai	  and	  Grameen	  
Sponsors:	  JST,	  IST,	  
MEXT,	  NEDO,	  KDDI,	  
P&P	  

Since	  2010	  
Kyudai,	  Toyota	  and	  
Grameen	  
Sponsors:	  Toyota	  

Since	  2009	  
Kyudai,	  Grameen	  and	  
3	  orgs	  in	  BD	  
Sponsors:	  JICA	  

Can we replicate “Hisayama” in other countries?  (c) Ashir Ahmed, 2015 28 



九州大学 
グラミン・コミュニ

ケーションズ 

PHC  
JP Inc. 

PHC  
Bangladesh 

PHC 
Pakistan/

Thai 

PHC 
Egypt 

PHC  
Burundi 

グラミン 

AIT, タイ 

ソーシャルビジネス
Earth, アフリカ 

EJUST, エジプト 

今後の展開 

研究開発サポート 
起業の資金サポート 

海外の学生へ
の教育と留学
機会 

大学発ベンチャー企業(2016) 

(c) Ashir Ahmed, 2015 現在の研究開発の関連組織 将来のソーシャルビジネス 29 



ポータブルヘルスクリニック 
ビジョン2020 

社会 
2000万人の健康診断 

1000 GramHealth 起業家, 3000 の雇用 

技術 
地域固有のトリアージロジック	  

 地域特定の疾患パターン	  

医療ミス検出、治療パターン予測、コスト
削減 

ビジネス 
1000人に新たな雇用(起業家） 

20億円のヘルスケア市場 

(c) Ashir Ahmed, 2015 30 
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