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我が国は、世界に先駆けて超高齢社会に突入し、社会保障費の増加や、生活習慣病や認知症の患

者数の増加、医療格差、介護施設または人材の不足等の社会的な課題が現実となっており、それ

らの課題を解決し、国民の健康に対する多様なニーズに対応する新たなヘルスケア産業の継続的な

創出と発展が必要となっています。経済産業省では、ファンドや民間事業者等の『サポート団体』や『連

携イベント』等と有機的なネットワークを構築し、それらとの連携によって事業創出に必要な資金供

給や優良事例の顕彰等を行うことでヘルスケア分野におけるエコシステムを構築することを目的とし

て、「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト」を開催してきました。本コンテストを通して、ベンチャー

企業等の自立的かつ持続的な成長を促すことに加えて、ヘルスケア産業の大きな潮流を生み出すこ

とを目指します。本コンテストにおいて、本年度より新たな取組として、『アイデアコンテスト』を実

施します。医療・介護の現場等で生まれたアイデアの発掘や、専門職や学生等への新規参入の機

会の提供を通して、将来、課題解決型ビジネスの担い手としてヘルスケア業界で活躍するプレイヤー

を増やすことを目指します。

経済産業省 商務・サービスグループヘルスケア産業課 
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オープニング  13:00～13:05

審査員紹介・サポート企業紹介  13:05～13:10

昨年度グランプリ受賞者経過報告  16:20～16:40

審査員パネルディスカッション（プレゼン講評）   16:40～17:20

グランプリ発表・表彰式  17:35～17:55

クロージング  17:55～18:00

休憩 15分

Syrinx

竹内 雅樹氏
西新井
ハートセンター病院

重城 健太郎氏

COVIDVENTILATOR
PROJECT

石北 直之氏

Tomocloud

小川 良磨氏
国際医療福祉大学
成田病院

瀧澤 玲央氏

ファストドクター
株式会社

菊池 亮氏

カイテク株式会社 武藤 高史氏 (10分）／CI Inc. 園田 正樹氏  (10分）

株式会社メディヴァ代表取締役社長 大石 佳能子 氏
医師・デジタルハリウッド大学大学院特任教授・アイリス株式会社 共同創業 取締役副社長CSO 加藤 浩晃 氏
TomyK Ltd.代表 鎌田 富久 氏
ライフタイムベンチャーズ代表パートナー 木村 亮介 氏
モデレーター : 弁護士法人漆間総合法律事務所 弁護士・弁理士・公認不正検査士 吉澤 尚 氏 

株式会社
フロンティア・フィールド

佐藤 康行氏

株式会社
OUI  (OUI Inc.)　

清水 映輔氏

株式会社
エナジーフロント

上田 剛慈氏

株式会社
Medii

山田 裕揮氏

株式会社
Magic Shield

下村 明司氏

部門 ファイナリストプレゼンテーション  13:10～14:20

部門 ファイナリストプレゼンテーション  14:35～16:10

（プレゼン6分・質疑応答6分）

（プレゼン8分・質疑応答6分）

P.03 P.04 P.05 P.06 P.07

P.09 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14

休憩 10分

休憩 15分
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氏名：竹内 雅樹
所属：東京大学工学系研究科

電気系工学専攻
役職：修士 2年

埼玉県所沢市および神奈川県横浜

市出身。慶應義塾湘南藤沢高等部

を卒業後、慶應義塾大学理工学部

に入学し、ALS患者が失う前の声を

使用できるようにするプロジェクト

「マイボイス」の手伝いを行ったこと

で、音声および福祉工学に興味を持

つ。大学卒業後は理化学研究所言

語発達研究センターに約1年技術ス

タッフとして勤務。その後東京大学

の修士課程に入学後、Syrinxプロジ

ェクトを始めて現在に至る。

失われた声を取り戻すデバイスSyrinx
Syrinx

世界では毎年30万人以上ががんなどの理

由で声を失っている。声を失った方々が従

来使用してきたデバイスが、口パクで声を

生成するEL(電気式人工喉頭)である。し

かし、常に片手で喉にデバイスを押し当て

なければならず、さらに生成される声も機

械的でヒトの声からは遠く、日常生活での

使用は避けられてきた。そこで、私たちが

開発したのがSyrinxだ。従来のELの課題

を解決するために、首に巻くハンズフリー

型のウェアラブルデバイスで、ヒトに近い

声を再現し、そして公共の場で使用しても

悪目立ちしないスタイリッシュな意匠性を

有している。Syrinxを必要としているユー

ザーに届けるための製品化を行い、声を

失った人々が日常生活で何不自由なく話

すことのできる社会を実現することを目指

している。
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登壇者プロフィール

2019年7月に、銀鈴会と呼ばれる喉

頭摘出者のコミュニティに足を運ん

だことでスタートした学生プロジェ

クトである。2019年9月にTodai To 

TexasでSXSWの出展権を獲得し

た後、「Microsoft Imagine Cup 世

界TOP3」「James Dyson Award 国

際TOP20」「GUGEN2020 大賞」 

「WIRED Creative Hack Award ソ

ニー賞」を受賞し、現在はユーザー

テストを行うためのプロトタイプ開

発に勤しんでいる。将来的には起

業も検討している。

団体概要
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氏名：重城 健太郎
所属：西新井ハートセンター病院
役職：医師

2002年より医師として活動。4年間

のアメリカ留学での基礎研究期間を

経て、現在は循環器内科医として診

療に従事している。その傍ら、

SUNRISE labという循環器ドクター

のコミュニティを主宰。これまでに留

学生の支援をはじめとする多くのイ

ベントを開催し、そのネットワークを

広げている。ウィズコロナ時代に突

入し、患者さんの治療対応にも、医

師の在り方にも変化が必要だと感

じ、今回のコンテストに応募。

ウィズコロナ時代でも陽圧呼吸療法ができる
パーソナル陰圧マスク: CoroPAP

西新井ハートセンター病院

新型コロナウィルスの世界的な蔓延は、日

本にもすでに第3波として押し寄せていま

す。累計の感染者数は24万人を超え、わた

したちの生活を一変させました。そして、ま

さに医療崩壊が目の前に迫っています。死

亡率の高い心不全患者さんの呼吸サポート

には、陽圧換気療法(CPAP)が用いられてい

ましたが、エアロゾルのリークのため新型コ

ロナ疑い患者への使用が禁止されました。

このため気管内挿管による呼吸サポートを

余儀なくされ、患者さんと医療スタッフの危

険性が高まっています。そこで頭部全体を

覆ってしまうCoroPAPを提案します。CPAP

と同等の陽圧効果が得られ、かつリークが

ないこのデバイスによって、患者さんの生命

はもとより、医療スタッフのリスクを減らして

医療崩壊を防ぎたい。これがわたくしたちの

希望です。
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登壇者プロフィール

西新井ハートセンター病院には循

環器内科と心臓血管外科があり、こ

れまでに多くの循環器疾患の患者

さんの治療に携わってきました。循

環器疾患に特化したスタッフは専門

性が高く、2016年に発表した論文

は、現在の心不全治療ガイドライン

にも引用されています。今回はアイ

ディア満載のドクターのもと、臨床

工学技士全員が一丸となってモノ

作りを担当し、試行錯誤の末

CoroPAPの試作機を作り上げまし

た。一日でも早く全国の医療機関で

使用可能となり、多くの患者さんと

医療スタッフのメリットが増えれば

と考えております。

団体概要
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氏名：石北 直之
所属：国立病院機構 新潟病院
　　　臨床研究部
　　　
役職：室長・医長

日々の診療で感じた不便を、シンプ

ル・低コストな革新的アイディアで解

消するため、2010年より研究開始。

経済産業省／AMED R2年度「ウイ

ルス等感染症対策技術の開発」事

業 代表研究者。

【主な発明】

・超小型簡易吸入麻酔器（嗅ぎ注射器®）

・空気圧駆動式人工呼吸器（MicroVent®）

・聴診補助気泡緩衝材（CHO-SHIN UP!®）

・喀痰吸引補助具（SPUTA VACUUMER™）

3Dプリント可能な人工呼吸器の開発と普及を目指す
「COVIDVENTILATOR PROJECT」

COVIDVENTILATOR PROJECT

新型コロナ肺炎治療において、世界中で人

工呼吸器の需要増と供給不足が顕在化し、

今なお深刻化している。我々は、3Dプリント

で製造可能な人工呼吸器の開発研究に

2013年から取り組み、2017年には設計図

データを宇宙へ転送し、宇宙空間での製造

および動作実験に世界で唯一成功してい

る。本プロジェクトでは、コア技術を公開し、

世界中の3Dプリンタを活用することで、低

廉かつ高機能な人工呼吸器の普及を目指

した。幸い、経済産業省・AMEDの事業に採

択され、開発研究を一気に加速させる事が

出来た。

本年度内に国内承認される見通しが立ち、

最大の利点である分散型製造を生かした

国際展開を見据えている。Universal Health 

Coverageに寄与するよう、法的にも科学的

にも根拠ある形での将来像を展望したい。

登壇者プロフィール

国立病院機構新潟病院臨床研究部

医療機器イノベーション室長の石北

直之と広島大学トランスレーショナ

ルリサーチセンター准教授の木阪智

彦が中心となり、3Dプリンターで製

造可能な人工呼吸器の研究成果を

公開する目的で有志と立ち上げた

共同研究プロジェクト。どの様な状

況でも安定動作するだけでなく、製

造が簡便、供給体制の整備、需給調

整が容易であるメリットを持つこの

デバイスを実用化することで『人工

呼吸を必要とする患者が生命を維

持できる』という、世界でいま最も求

められている支援の達成を目指して

いる。

団体概要

医療機器イノベーション研究室
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氏名：小川 良磨
所属：千葉大学大学院
　　　融合理工学府
役職：博士前期課程 1年

栃木県宇都宮市出身。千葉大学工

学部卒。機械系エンジニアとして、千

葉大学リンパ浮腫研究会に参画。医

療的アプローチを深く学ぶために、

大学院を1年間休学し、トビタテ！留

学JAPAN日本代表として、エディン

バラ大学再生医療研究所に留学、研

究に従事する。帰国後、「医療」と

「工学」のコラボから生まれるイノベ

ーションによって、リンパ浮腫患者の

悩みを解決するべく、研究の社会実

装に向けた道を歩み始めた。

ポータブル電気CTスキャン
「LTモニタ（リンパ浮腫トモグラフィックモニタ）」

Tomocloud（千葉大学工学部武居研究室）

リンパ浮腫は特定のがん手術後に発生しや

すく、悪化すると完治が難しく、予防方法が

未確立な疾患で、国内患者は約20万人。

診断は周径計測が主で、客観的な診断方

法は存在しない。また、現在主流の予防策

である弾性ストッキングは、一日中体に圧を

かけ続ける生活を強いられるため、身体的

負担が大きく、さらに、むくみによって身体

イメージが崩れることや、認知度の低さも相

まって患者のQOLは著しく低下する。

担当医師やリンパ浮腫患者の話を聞いてい

く中で、エンジニアとして強い使命感を感

じ、我々のコア技術のEIT（電気インピーダ

ンストモグラフィー）を用いて、リンパ浮腫早

期発見や日々のモニタリングが出来ないか

と考えた。「LTモニタ」を開発することで、が

ん発症後もすべての人が自分らしく生きる

ことのできる社会を目指している。

登壇者プロフィール

医学、看護学、工学、についてそれ

ぞれに先駆的な研究開発を実践し

ている千葉大学リンパ浮腫研究会

より派生し、2018年にTomocloud発

足。「リンパ浮腫に苦しむ乳がんや

婦人科がんサバイバーのトータルペ

インを最新テクノロジーで解決す

る」をビジョンに掲げ活動。

2018年経済産業省NEDOの先進的

IoTプロジェクト選考会議において

審 査 員 特 別 賞 受 賞、N E D O 

T C P ( T e c h n o l o g y 

Commercialization Program) 2018

において、ファイナリスト賞を受賞。

団体概要
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氏名：瀧澤 玲央
所属：国際医療福祉大学成田病院
　　　血管外科
役職：医学部助教

2007年

東京慈恵会医科大学医学部 卒業

2020年7月

国際医療福祉大学成田病院

血管外科 病院助教

-日本外科学会外科専門医
下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医

-日本脈管学会脈管専門医
腹部大動脈瘤ステントグラフト指導医

-日本血管外科学会血管内治療医
胸部大動脈瘤ステントグラフト指導医

バイオミメティクスを応用した
血管内留置カテーテルの開発 

国際医療福祉大学成田病院 血管外科

バイオミメティクスとは邦訳で「生態模倣」

と訳され、様々領域にて活用されてきた。近

代ではさらに研究が進み構造解析からの

様々な生態特徴が発見されている。

今回我々が着目したのは抗菌作用を有する

バイオミメティクスである。特に我々が着目

したのは昆虫のセミ翅の構造であるナノピ

ラー構造である。ナノピラー構造は細かい

柱状構造が六角形状に並ぶことで病原微

生物（黄色ブドウ球菌、メチシリン耐性黄色

ブドウ球菌、緑膿菌、大腸菌など）に抗菌作

用を有すると報告されており、病原性微生

物の細胞膜を進展させ細胞を破壊すること

で抗菌作用を示すとされている。

このような生態模倣を利用した医療品の開

発を行いたく考えている。具体的には点滴

用留置サーフローや中心静脈カテーテルの

構造を上記の抗菌性素材にて開発すること

目的とする。

登壇者プロフィール

国際医療福祉大学成田病院　血管

外科は2020年４月に開院した最新

の大学病院である国際医療福祉大

学成田病院の血管外科部門として

2020年に新設された新しい診療部

門である。血管病の治療では、開胸

や開腹のような従来の外科手術か

ら、局所麻酔下でバルーンやステン

トで病変を治療する患者様の負担

の少ない低侵襲な血管内治療ま

で、さまざまな治療を行っている。ま

た、診療のみならず新規治療及び

病体解明に対する研究開発も積極

的に行っている。

団体概要
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梶山 愛　役職 :代表取締役

クレインバスキュラー株式会社

血液透析患者の最頻トラブル「狭窄」を防ぐ新規デバイス

髙橋 秀徳 　役職 :代表取締役
DeepEyeVision 株式会社

DeepEyeVision の「目からはじまる健康」

依田 龍之介　所属 :帝京大学 医療技術学部 視能矯正学科 ４年

子供の視力を守る おうち de 眼科

小林 利道　役職 :フリーランス臨床工学技士

急変事前察知ワイヤレス呼吸数モニタリングシステム

運天 満

有限会社ユーマンネットワーク

集束音波認知症治療装置の開発

太田 圭亮　所属 :釧路工業高等専門学校 電子情報システム工学専攻 1年

新しい生活家電 ～フレグランスコントローラー～

牧野 結衣　所属 :広尾学園高等学校

自分の健康は自分で守る！
一人ひとりが主役の医療実現のための情報共有アプリ「結」
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氏名：菊池 亮
所属：ファストドクター株式会社
役職：代表取締役 　医師

2010年帝京大学医学部卒業。帝京

大学医学部附属病院、関連病院に

て整形外科に従事後、2016年にファ

ストドクター株式会社を創業し代表

取締役に就任。帝京大学医学部救

急医学講座を兼務。日本整形外科

学会専門医、日本整形外科学会認

定脊椎脊髄病医、一般社団法人日

本在宅救急医学会評議員。

2025 年を展望した地域医療体制
～時間外救急プラットフォームの可能性～

高齢化で救急需要が高まる中、良質な救急

医療体制の維持は喫緊の課題である。特に

夜間休日の時間外においては、患者の多く

は軽症である一方で、軽症患者の受け皿が

不足しており、高度な医療を提供するため

の医療機関に患者が集中してしまう課題

や、不急の患者が救急車を利用してしまう

課題は、過去の総務省や厚労省の報告から

も明らかである。ファストドクターは、こうし

た社会的課題を解決するために、365日体

制の時間外救急プラットフォームを構築し

た。これまで夜間に通院困難な患者は救急

車に頼らざるをえなかったが、ファストドク

ターの救急相談、救急オンライン診療、救

急往診というソリューションにより患者の選

択肢が多様化した。患者の選択肢の多様化

は、受診行動を適正化し、救急医療全体の

持続可能性を高めることに寄与すると考え

ている。
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登壇者プロフィール

ファストドクター株式会社は、患者と

医療機関をつなぐ時間外救急プラ

ットフォーム「ファストドクター」を提

供している。2040年に向けて高齢

者人口が増加する都市部（東京・神

奈川・千葉・埼玉・大阪・兵庫・京

都・奈良）を中心に、救急相談・救

急オンライン診療・救急往診・診療

後のフォローアップといった、自宅に

居ながら安心して診療が受けられ

る環境を実現し、通院が難しい患

者の救急受診を支援している。さら

に、地域の医療機関との連携で、か

かりつけ医機能の強化や、患者の

かかり方の適正化を推進している。

団体概要

ファストドクター株式会社
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氏名：佐藤 康行
所属：株式会社
　フロンティア・フィールド

役職：代表取締役社長 / CEO

NTT入社後、NTT東日本などを経て

NTTドコモに転籍。NTTドコモでは、

横浜みなとみらい、仙台スマートシ

ティプロジェクト、デンマークにおけ

る医療系海外プロジェクトなどに携

わる。その後、日本アルトマーク社に

出向し、事業部長として医療情報提

供ビジネスに従事。

49歳の時に、情報通信業界と医療

業界双方の知見・経験を活かし、医

療に役立てる事業を営みたいという

思いから、フロンティア・フィールドを

設立。

日病モバイル

株式会社フロンティア・フィールドは、2020

年1月から医療機関専用スマートフォン「日

病モバイル」の提供を開始しました。

日本は世界最多の病院を抱える医療大国

である一方、病院内には業務の効率化や

働き方改革の面で多くの課題があります。

日病モバイルは、セキュリティを担保しつ

つ、専用アプリで院内業務のDXを支援し

ます。

日病モバイルの導入により、セキュアな環

境下でのビデオ通話、モバイル端末からの

電子カルテ利用、種々の意思決定のワーク

フロー化など、様々な面で従来の院内業務

のあり方が変わります。

また病院には、現在の主な連絡手段である

PHSが2021年1月にサービスを終了すると

いう問題もあります。

このPHSに代わる連絡手段としても、日病

モバイルは医療従事者の業務をサポートし

ます。

登壇者プロフィール

株式会社フロンティア・フィールド 

は、「事業を通じ、世界の人々の健

康寿命延伸に貢献する」をミッショ

ンに掲げ、医療機関向けに専用スマ

ートフォンを提供する「日病モバイ

ル」事業の他、病院内の携帯電話の

電波が届かない場所に対して、一つ

のアンテナで全携帯電話事業者の

電波を供給することができる屋内ア

ンテナシェアリングシステム「日病ア

ンテナ」事業を行っています。

また、「日病モバイル」「日病アンテ

ナ」の普及に向け、国内有数の病院

団体である日本病院会様と業務提

携契約を締結しました。

団体概要

株式会社フロンティア・フィールド
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氏名：清水 映輔
所属：株式会社OUI
　　　慶應義塾大学医学部眼科
役職：代表取締役 / 特任講師

現役医師であり慶應義塾大学医学

部発のベンチャー株式会社OUI 

(OUI Inc.)を創業し代表取締役を務

める。創業のきっかけは、NPO Fight 

for visionの国際医療協力プロジェク

トで訪れたベトナム農村部のクリニ

ックでの経験にある。現地には医師

不足・医療機器不足により防げる失

明を防げずにいる患者が多く存在し

ているという社会課題を解決したい

想いからSECの発明に至る。

日本発・眼科診断AI の開発による
世界の失明と視覚障害の根絶

失明と視覚障害が増加している、という世

界的な社会課題に、日本発ベンチャーの発

明で挑戦する。同課題の原因は眼科医と医

療機器不足であり、我々はこれら原因の解

決策としてSmartEyeCamera(SEC)を開発実

用化した。SECは患者さんが医療機関を受

診して眼科医が行う眼科診療を、場所や人

を選ばず、安価に、簡便に可能とした発明

である。さらにSEC撮影画像を元に開発した

眼科診断AIを活用した遠隔眼科診断を提

供する。国内および途上国でのパイロットを

通じて、現場におけるユーザビリティの高さ

は実証済みであり、あらゆる患者が眼科医

療にアクセスできる新しい医療モデルの構

築、BigDataを通じて、新たな市場を切り開

くことが可能となる。OUI Inc.はSECを活用

し2025年までに世界の失明を半分に減ら

す。

登壇者プロフィール

OUI Inc. (株式会社OUI)は慶應義塾

大学医学部眼科学教室の現役眼科

医3名で起業した大学発ベンチャー

である。2018年のプロジェクト始動

以来、メディカルサイドの眼科医だ

けでなく、ビジネスサイドのメンバー

や、エンジニアサイドのメンバーを揃

え、15名以上のプロフェッショナル

が専門知識を持ち寄り、「2025年ま

でに世界の失明を半分に減らす」ビ

ジョンを達成すべく、事業推進を行

なっている。

団体概要

株式会社 OUI （OUI Inc.）

慶應義塾大学医学部眼科学教室
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氏名：上田 剛慈
所属：株式会社エナジーフロント
役職：代表取締役

岡山大学工学部卒業および修了

(1998)、半導体洗浄装置メーカーに

４年勤務後、転職し東大総合文化

研究科にて研究員としてプロジェク

トに参画、テラヘルツ超高感度検出

器の研究で学位を取得(2009)。 (株)

アドバンテストにて国際マーケティン

グを経験後、2012年に(株)エナジー

フロントを設立。様々な立場や技術

分野を学んだ経験を生かし、チーム

連携型のソーシャルビジネスの実現

に取り組んでいる。

介護のイメージを変えるユニバーサルデザイン

自分の親の介護の経験から、福祉用具の有

効性を認識するとともに、日常生活に馴染ま

ないデザインから残念な気持ちになることも

実感した。申請者自身の物理学・化学研究

者としての知見を生かし、地元岡山のジーン

ズや帆布の地域の力も生かして、快適性と

機能性を両立した商品を作ることに取り組

んでいる。

高齢者に多い転倒に伴う大腿骨頸部骨折の

リスクを低減する「プラスパッドジーンズ」、

高齢者や障害者を車椅子等に移乗する際

の高機能リフトの役割を果たすクッション「リ

フティ・ピーヴォ」などが主力商品となってい

る。いずれも使いたくなる日用品に科学が見

えない形で隠れており、介護される側の人

権に配慮している。電力や機械を用いない

ので防災時にも役立つ。海外展示会でも高

評価を得ており、世界に向けて発信していく

取り組みを進めている。

登壇者プロフィール

社会問題を継続可能なビジネスで

解決することを目指して2012年に

設立。再生可能エネルギーが社名

の由来だが、現在では広い分野に

おいて産学連携や地域連携でソー

シャルビジネスを生み出すことに取

り組んでいる。市場と技術の動向か

ら企画立案すること、異なる立場の

人や組織をつなぐこと、特許等を生

み出すことで、有効にビジネスを進

めることを得意としている。AUN（あ

うん, Action for UNiversal design）

はその中で生まれた活動であり、地

域産業への寄与への思いも背景に

持って進めている。

団体概要

株式会社エナジーフロント



応募
団体

13

氏名：山田 裕揮
所属：株式会社Medii
役職：代表取締役医師

和歌山県出身。自身が厚労省特定難

病疾患を持つ患者であり、リウマチ膠

原病専門医。自身が医学生の時に地

元に専門医が不在のため患者として

地域医療の課題を痛感する。 堺市立

総合医療センターで初期研修時に奄

美大島で離島医療を体験。 その後聖

路加国際病院、慶應義塾大学病院を

経て自分一人では全ての地域の患

者さんを救えないことから、仕組みか

ら地域医療現場を変えることを志し

株式会社Mediiを創業。

地域医療の「専門医偏在問題」の解決を図る
専門医リソースシェア『E-コンサル®』　

あらゆる医療が細分化する中、全ての医療

機関に全ての専門医を配置することは可能

だろうか？ましてや専門医不足が顕著な地

域医療では？株式会社Mediiが提供する

「E-コンサル®」は、都市部の大規模病院な

どで働く専門的な知見をもつ医師と、専門

医が在籍していない地方の病院の医師を

オンラインでつなぎ、どこにいても専門的な

医療を提供できるようにするサービスだ。

現在はリウマチ膠原病内科医や感染症内

科医など国内に僅かしかいない専門医中

心のプラットフォームを作り、院外専門医コ

ンサルティングを実施している。医師による

完全紹介性/承認制の信頼できるクラウドホ

スピタルとして機能し、地域医療を救うべく

集まった400名以上の専門医がMediiに参

画している。

登壇者プロフィール

Mediiはラテン語で"真ん中"を意味

するMediusの複数形で”本質”を意

味し、地方と都市部で広がる専門医

の偏在問題を解消することを目指し

ている。代表自身が指定難病を乗り

越えた当事者の医師が呼びかけて

いるからこそ、大きな課題解決に向

けMedii一丸となり、過去誰もが解

決できてこなかった地域医療の課

題への挑戦を諦めることなく続けて

いく。ICCサミット KYOTO 2020「ス

タートアップ・カタパルト」優勝。慶

應医療健康ベンチャー大賞2020準

優勝。

団体概要

株式会社Medii
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氏名：下村 明司
所属：株式会社 Magic Shields
役職：代表取締役

ヤマハ発動機にて14年間に渡り、バ

イクの設計・開発・プロジェクトチー

フやデザイン部での新規事業開発を

行う。またプライベートでも多数の発

明活動を行う。

祖母や友人を転倒で失ったことや、

災害やテロをきっかけに世界から怪

我を無くすことを志し、2019年株式

会社 Magic Shieldsを創業。

ロボット工学修士、MBA（グロービス

経営大学院）

高齢者の転倒による骨折を防ぐ、
転んだときだけ柔らかい置き床「ころやわ」

高齢者の転倒による骨折は、毎年100万人

に発生しており、2000年以降2倍に急増し

ている。転倒・骨折は介護状態になる大き

な原因のひとつであり、またこれによる医

療費・介護費についても膨大で、大腿骨骨

折だけでも毎年2兆円使われている。

そこで弊社では、歩いている時は硬く転び

にくく、杖や車椅子も使えるが、一方で転

んだときには凹んで衝撃を半減する、置き

床を提供している。

この衝撃吸収性や歩行安定性は医工学的

に確認済みで、これまで30回以上の転倒

があるが、打撲や骨折は0である。

今後、この床を医療・介護施設や、高齢者

の家庭に普及させていく。

また海外へも普及させていく。

14

登壇者プロフィール

株式会社 Magic Shields

元ヤマハ発動機のエンジニアと理

学療法士など、グロービスMBAのチ

ームで2019年11月に創業。

世界から事故や暴力による怪我を

無くすことを志し、まずは世界の高

齢者の転倒による骨折を0にするこ

とを目指す。

団体概要

株式会社 Magic Shields



15

団体

氏名 谷口 直嗣　役職 :代表取締役

Holoeyes 株式会社

“体感を伴うXR体験” が医療を変える
医療 VRサービス「Holoeyes MD」

所属

氏名 井本 健太郎　役職 :取締役

株式会社シルバコンパス

誤配を防ぎ安心して薬剤ピッキングができる
ピッキング支援システムで薬局業務改善を。

団体

氏名 若子 みな美　役職 :代表取締役 / 管理栄養士

株式会社 ORANGE kitchen

寄り添いを重視したオンライン×人工透析予防特化型
重症化予防プログラム「しおみる」

団体

氏名 佐々木 亮一　役職 :代表取締役

株式会社 Opening Line

3 Step Wallet「買い物で社会とつながる」
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医師 
デジタルハリウッド大学大学院
特任教授 
アイリス株式会社 
共同創業・取締役副社長CSO

加藤 浩晃 氏

TomyK Ltd. 
代表

鎌田 富久 氏

株式会社シルバーウッド
代表取締役

下河原 忠道 氏

フリーランス・
ジャーナリスト

西村 由美子 氏

カイテク株式会社
代表取締役
※JHeC2020
アイディアコンテスト部門グランプリ

武藤 高史 氏

株式会社 AI Samurai
代表取締役社長

白坂 一 氏
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医師 
デジタルハリウッド大学大学院
特任教授 
アイリス株式会社 
共同創業・取締役副社長CSO

加藤 浩晃 氏

株式会社メディヴァ
代表取締役社長

大石 佳能子 氏

ライフタイムベンチャーズ
代表パートナー

木村 亮介 氏

JICベンチャー・グロース・
　 インベストメンツ株式会社
プリンシパル

辻川 大 氏

EY新日本有限責任監査法人
シニアパートナー

藤原 選 氏

株式会社守屋実事務所
代表取締役

守屋 実 氏

CI Inc. 
代表取締役
※JHeC2020
ビジネスコンテスト部門グランプリ

園田 正樹 氏

守屋実事務所
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東京海上ホールディングス

株式会社
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野村不動産ホールディングス

株式会社
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WOMB Business Incubator
2021年2月27日 17:00-18:30

Zoom

ウェルネスバレー版
アイデアボックス活動 2020

随時
愛知県大府市・東浦町

HVC KYOTO 2021
2020年7月2日 9:30～（予定）
京都リサーチパーク（オンライン配信）

第８回MUFGビジネスサポート・プログラム
 Rise Up Festa

2021年7月 最終審査会開催
（応募期限：2021年2月10日）

東京（オンラインでの配信を予定）

J-Startup Hour
毎週木曜日 18:00～19:00
虎ノ門ヒルズビジネスタワー

シニアライフ・イノベーション・チャレンジ

2021年2月26日 15:00～18:30
最終審査（公開ピッチイベント） オンライン開催

ジャパン・ヘルスケア
ベンチャーサミット2020

2020年10月14日～10月16日
パシフィコ横浜

01Booster Conference
2020年12月3日
オンライン開催

ZENTECH DOJO Nihonbashi

通年開催
日本橋

日経クロスヘルスEXPO
2021年10月
オンライン開催（予定）

BioJapan 2021
2021年10月13日～15日

パシフィコ横浜

healthTECH JAPAN 2021
2021年10月13日～15日

パシフィコ横浜
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第３回メドテックグランプリKOBE

 Turnkey Lab
～実験機器付レンタルラボ ～

京都リサーチパーク内 / 運営中
大阪健都 / 2022年春開業予定

Colette Times
ウェブマガジン

Healthtech/SUM
ヘルスケア・テクノロジー・サミット
Healthcare Technology Summit
2020年12月9日～10日（2021年12月予定）
日本橋三井ホール、ライフサイエンスハブ  （予定）

ヘルスケアIT 2021
2021年1月27日～29日
東京ビッグサイト西4ホール

従来の概念が覆る？！臨床プロテオミクスの最新事情
～Beyond Mass Spectrometry～

2021年2月1日
オンライン開催

厚生労働省
厚生労働省では、医薬品・医療機器・再生医療等製品の実用化
を目指すベンチャーを支援する相談事業（MEDISO）やマッチ
ング機会を提供するジャパン・ヘルスケアベンチャー・サミット
など、医療系ベンチャーを育てるエコシステム確立のための施
策に取り組んでいます。
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介護ワークシェアリング「カイスケ」が、
JHeCがキッカケに資金調達が成功。
さらには、知名度向上により
サービス展開スピードが加速。

カイテク株式会社

代表取締役 武藤 高史氏（中央・左）

※JHeC2019から「ビジネスコンテスト部門」「アイデアコンテスト部門」の2部門で

開催しています。
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弊社は、「テクノロジーで介護医療現場の笑

顔を1つでも増やす。」というMISSIONのも

と事業運営をしています。深刻な国家課題

でもある介護人材不足問題の解決に向け

て、介護ワークシェアリング「カイスケ」を展

開しています。本コンテストの選考時は、

サービスのリリースもしておらず「アイデア」

しかありませんでした。本コンテストの中で

多くの関係者の方々からご指導を頂き、ブ

ラッシュアップをかけていき最終的に「グラ

ンプリ」を受賞しました。関係者の方々には

感謝の念に堪えません。本受賞によって知

名度が上がり、シードでの資金調達に成功

できました。さらには、事業拡大の強い後押

しにもなり、関東、名古屋を中心にサービス

展開に邁進しているところです(スタート

アップにとってJheCは非常に強い味方で

す)。Jhecに参加されているスタートアップ、

企業、団体の方々の交流が盛んになり、ヘ

ルスケアビジネスの革新を願っております。



Connected Industries 株式会社
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病児保育支援システム「あずかるこちゃん」が
全国各地へ展開中。
JHeCが自治体導入へのきっかけに。

弊社はJHeC2020にて、グランプリを受賞し

ました。受賞によりサービスの認知度が上

がり、さらに、自治体など関係者からの信頼

が向上し、本コンテストの参加者からの紹

介で自治体導入に至るなど、販路開拓にも

大きな影響がありました。

今年も社会課題の解決に向けて熱い想い

と行動力で活動している個人・企業が出場

されると思います。JHeCにより、新たなつな

がりが生まれ、事業が加速することを心より

願っています。

代表取締役 園田正樹氏（中央・左）

JHeC2019グランプリ受賞企業：株式会社カケハシ

JHeC2018 グランプリ受賞企業：株式会社 mediVR

JHeC2017 グランプリ受賞企業：トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社

JHeC2016 グランプリ受賞企業：MRT株式会社

弊社は「安心して産み育てられる社会の実

現」を目指し、保護者と病児保育施設をつ

なぐ、病児保育支援システム「あずかるこ

ちゃん」を開発しています。

核家族や共働き世帯が増える中、子どもの

急病時に一時保育を行う病児保育には高

いニーズがあります。しかし「使いづらい仕

組み」や「認知不足」から、利用率が低迷し

ています。当サービスはスマホから病児保

育施設を簡単に検索・予約できることで、ア

クセスを容易にします。
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Healthcare Innovation Hub（通称：InnoHub）は、2019年7月に設立された、

ヘルスケアおよびライフサイエンスの分野に関連する、企業や団体、創業前の

個人等からの相談をワンストップで受け付ける相談窓口です。

InnoHubで受け付ける相談内容は幅広く、資金調達（補助金・助成金を含む）

や人材確保、実証実験の実施、営業販路拡大、海外展開など多岐に渡ります。

また、相談内容に応じて、同分野でベンチャー企業等の支援を行っている個

人である「InnoHubアドバイザー」や、事業会社・団体等である「InnoHubサ

ポーター団体」の紹介を受けることが可能です。同時に、ヘルスケア関連のイ

ベント等と連携し関連情報提供も行い、多面的な支援を提供することでヘル

スケア・ライフサイエンス分野のエコシステム構築を目指しています。

InnoHubでは、ベンチャー 企業等の相談者に対して支援を行う「InnoHubサ

ポーター 団体 」を随時募集しています。 InnoHubサポーター団体は、

InnoHubやInnoHubアドバイザーを介して相談者とのマッチング機会を得るこ

とが可能です。加えて、他のInnoHubサポーター団体やInnoHubアドバイザー

とのネットワーク構築や、ヘルスケア関連のイベント情報を提供いたします。

Website：https://healthcare-innohub.go.jp/
E-mail：200010-meti_innohub@ml.jri.co.jp

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-3-11　日本橋ライフサイエンスビルディング4階 407 号室

【お問い合わせ先】

Healthcare Innovation Hub
（運営受託者：株式会社日本総合研究所）






