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「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」
私たちは、これをKAITEKIと名付けました。

この姿をめざして、
Sustainabi l ity、Health、Comfortを価値基準として、

グローバルにイノベーション力を結集し、
ソリューションを提供していきます。

三菱ケミカルホールディングスは
未来を見すえて明日をかえる会社
THE KAITEKI COMPANYです。

三菱ケミカルホールディングスグループの
ヘルスケア関連製品・サービスのご紹介

KAITEKI HEALTHCARE



　KAITEKIとは、「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」を

表した三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループの独自のコンセプトです。

私たちは、企業活動を通じてKAITEKIを実現することをめざして、「KAITEKI 

Value for Tomorrow」のコーポレートスローガンのもと、Sustainability、Health、

Comfortを価値基準とし、機能商品、ヘルスケア、素材の3分野において、多岐に

わたる事業をグローバルに展開しています。

　近年、高齢化の進展や生活習慣病の増加による医療費や社会保障費の増大

は、大きな社会問題となっており、健康維持を支援する様々な製品やサービスを

提供するヘルスケア関連市場は大きく成長しつつあります。このようなヘルスケア

関連市場の拡大を背景として、私たちMCHCグループは、特徴ある新薬の開発

やアンメット・メディカルニーズに応える医薬品開発など、従来型の疾病治療（シック

ケア）に引き続き注力すると共に、グループが有する幅広い技術やサービスを

融合させ、より広範な製品や総合的なソリューションを提供すべく、新たなヘルス

ケア、すなわち「KAITEKI HEALTHCARE」へと事業の変革を進めています。

　今回、「KAITEKI HEALTHCARE」でご紹介する製品・サービス・ソリュー

ションは、未だ変革の端緒にありますが、中期経営計画APTSIS20でお示しした

基本方針のひとつであるグループの協奏・インテグレーションの促進の元、今後も

果敢にヘルスケア領域におけるKAITEKI実現に挑戦してまいります。

株式会社三菱ケミカルホールディングス
代表執行役社長

全ての人に K A I T E K I な ヘルスケアを
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三菱ケミカル

健康・予防・
セルフメディケーション

全ての人に K A I T E K I なヘルスケアを

医療

介護・在宅医療

システム・インフラ・
サポート

健康・予防・
セルフメディケーション

医 療

介護・在宅医療

システム・インフラ・
サポート

田辺三菱製薬 大陽日酸生命科学インスティテュート

私たち三菱ケミカルホールディングスグループは、

化学から医薬に至る世界有数の事業領域における幅広い技術と経験を結集し、

高付加価値な製品・サービス・ソリューションをご提案します。

X線シンチレータスクリーン 02

DRZ®
通気性コントロール素材 03

VENTCOOL™ （ベントクール™）

01

遠隔画像診断支援/
ホルター心電図解析サービス
診療所向け電子カルテソリューション 04

m-KARTE™ （エムカルテ™）

医療分野向け熱可塑性エラストマー 09

ゼラス™

成人用人工呼吸器 11

LTVシリーズ
バイオポリブチレンサクシネート 08

BioPBS™

イージーピールフィルム 10

VMX®FILM
共押出多層フィルム 05

ダイアミロン®

錠剤・カプセル包装用PTPシート 07

ビニホイル®   スーパーホイル®

ハイガスバリア透明シリカ蒸着フィルム 06

テックバリア®

衛生材料用フィルム 16

バックシート

持続的気道陽圧ユニット 12

トランセンドAUTO

制菌せんい 15

VONNEL AG （ボンネル エージー）

４つの臭気に効く消臭素材 13

CUTELY （キュートリー）
透湿性防水フィルム 14

KTF®
人工炭酸泉製造装置 19

CARBOTHERA™

医薬品向け離型フィルム 17

ダイアホイル®
離形コートフィルム 18

湿布プラスター剤セパレーター
液体酸素気化式供給装置 20

液体酸素装置「ほたる」

冷却塔 21

ヒシ®クーリングタワー

太陽光追尾採光装置 23

ソラリス™
モスアイ型高機能フィルム 24

モスマイト™

分散型自家用水道 25

地下水膜ろ過システム
受水槽、高架水槽、蓄熱槽 22

ヒシタンク®
透析用水作製装置 26

DCnano/DCR series

医療用ガス供給システム 28

OXYMED
酸素治療フローメータ/
高圧ガスレギュレータ

29

タッチワンHP

冷暖房用輻射パネル 31

サーモマイルド®

温水式床暖房 30

エクセルヒーティング

27

病院向け医療用ガス

DNAチップ 38

ジェノパール®
受託解析サービス

バイオ反応と化学反応の
ハイブリッド技術

43

バイオ反応で高品質な
光学活性中間体を合成し、
化学反応と組み合わせて
安価な原薬を製造

大型極低温・高圧反応設備 42

0.5～1tonスケールの極低温
及び高圧（水添反応）反応の
受託

ステロイド外用剤 49

フルコート®f
ドリンク剤 50

アスパラ®ドリンクα
消化器用薬 51

タナベ胃腸薬ウルソ®

医療用医薬品
（自己免疫・アレルギー疾患）

（糖尿病・腎疾患）
（循環器疾患）

（中枢神経系疾患）
（ワクチン）

（その他の疾患）

48

機能性食品(トクホ)・
医薬品向けの
分離精製システム

47

分離精製センター

精製水製造装置 45

アプリファーマシリーズ

46

環境リスク評価

健康・医療ICT 52

健診事務代行、
レセプト内容点検、
保健事業支援

54

食の安全サポート事業

DNAチップ 56

オーラルケアチップ 
ジェノパール®

食品用有胞子性乳酸菌製剤 55

ラクリス™-S
セルフ健康管理サービス 53

じぶんからだクラブ®

全自動凍結保存システム 57

クライオライブラリー®
アドバンス

安定同位体 58

Water-18O

生体適合性エンジニアリング
プラスチック

32

ケトロン®PEEK-LSG、
クオドラント®PPSU-LSG

炭素繊維コンポジット製品 34

PYROFIL™、GRAFIL™、
DIALEAD™

メディカル･ヘルスケア用
精密成形部品

33

お客様のニーズに合わせた
設計提案・開発～
量産品の提供

医薬用ゼラチンハードカプセル 44-1

QUALI-G™
医薬用HPMCハードカプセル 44-2

QUALI-V®
全自動カプセル充填機 44-3

LIQFIL super Labo/
5/40/80/100/150

全自動臨床検査システム 36-1

STACIA™（ステイシア™）
イムノクロマト試薬 36-3

プロラスト™ Flu One
自動分析試薬 36-4

イアトロIRE1Ⅱ
移動式免疫発光測定装置 36-2

パスファースト™（PATHFAST™）

臨床検査サービス 35

病院検査業務・運営コンサルティング 37

臨床検査薬・機器販売 36

バイオアナリシスサービス 40

39非臨床試験

セントラルラボサービス 41
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診療所向け
電子カルテソリューション

04

m-KARTE™ （エムカルテ™）

診察室から病室、在宅医療、更には病院設備まで、様々な医療の現場をKAITEKIにする、多彩な製品・サービスをご提案します。

診察室

当社で製造・販売しているＸ線シンチレータ製品は、医療用等のデジタル
X線画像診断装置のコア部品として組み込まれています。当社シンチレータ
「DRZシリーズ」は、アナログ関連製品を含む50年以上の生産・開発実績と、
その蓄積された経験に基づく安定した品質が評価され、世界で多くのお客
様に採用されています。

三菱ケミカル株式会社 エネルギー変換デバイス部材本部 
LEDマテリアルズ事業部
https://www.m-chemical.co.jp/products/

三菱ケミカル株式会社 繊維素材事業部 テキスタイル営業Ｇ 機能テキスタイルＴ
http://mrtx.co.jp/sozai/ventcool.html

用途 ： 医療画像診断・非破壊検査・食品検査

X線シンチレータスクリーン 02

DRZ®

用途 ： インナー、ユニフォーム、スポーツ衣料

通気性コントロール素材 03

VENTCOOL™ （ベントクール™）

乾湿状態に応じて立体的に形態変化するトリアセテート系複合繊維です。
乾燥状態では繊維の持つ自然な捲縮が通気性を抑制し、発汗して湿潤状態
になると瞬時に伸長して通気性を向上させ、衣服内の換気を自動的に調整
する高機能素材です。しかも、特殊な繊維改質により親水性を高め、繰り返し
洗濯しても優れた吸湿・吸汗／速乾性能を保ちます。本機能が評価され
アパレル各社に採用されています。

最新のICT技術を駆使し、「地域間による医療格差」や「専門医不足」といった
社会的課題に対して、ネットワークを使い全国どこでも均一な医療を受け
られる環境を整え、精度の高い医療情報を提供しています。更に海外の
各地域との医療連携も可能です。
■遠隔画像診断支援サービス
　・CT/MRI等の遠隔画像読影
　・医用画像保管・電送システム販売
　・ITソリューションコーディネート
■心電図解析サービス
　・24時間ホルター心電図解析
　・12誘導心電図解析
　・治験心電図計測

株式会社ダイヤメディカルネット
http://www.dia-medical.net/index.html

用途 ： CT・MRIの画像読影/ホルター心電図解析のアウトソーシング

01

遠隔画像診断支援/ホルター心電図解析サービス

病院向け電子カルテシステムで実績豊富な富士通社とのタイアップにて
実現した診療所向け電子カルテです。オンライン化による検査支援システム
を搭載しており、受付から診療・会計・検査依頼、結果受信までをシームレス
に連携します。医師の診療スタイルに合わせた豊富な入力補助ツールで、
診察に集中していただける環境をご提供します。在宅診療には、モバイル
オプションにより、カルテの外部持出しが可能です。

株式会社LSIメディエンス 臨床検査事業本部 医療情報部
http://www.medience.co.jp/mkarte/index.html

用途 ： カルテの電子保存、医療事務業務、検査のオンライン依頼・報告

診療所向け電子カルテソリューション 04

m-KARTE™ （エムカルテ™）

通気性コントロール素材 03

VENTCOOL™ （ベントクール™）

01

遠隔画像診断支援/
ホルター心電図解析サービス

心電図解析
サービス

遠隔画像診断支援サービス

海外ネットワーク

日本国内
ネットワーク 

X線シンチレータスクリーン 02

DRZ®
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病室

三菱ケミカル株式会社 機能性樹脂事業部
http://www.mcpp-global.com

用途 ： シリンジガスケット、輸液バッグ、チューブ

医療分野向け熱可塑性エラストマー 09

ゼラス™

パシフィックメディコ株式会社
http://www.pacific-medico.com/

用途 ： 呼吸不全患者の呼吸管理

成人用人工呼吸器 11

LTVシリーズ

用途 ： 容器のトップ材

イージーピールフィルム 10

VMX®FILM

ジェイフィルム株式会社 フィルム事業部 イージーピールフィルム部
http://www.jfilm.co.jp

複数の樹脂原料を積層した構造に
なっており、高いバリア性など、
ニーズに応じて、様々な機能をカス
タマイズして付与することが可能
です。一次容器としての品質確立
を可能としたクリーンな環境下の
生産体制を整備しており、輸液
バッグやブリスターパック、深絞り
包装に使われています。

三菱ケミカル株式会社 産業・メディカルフィルム事業部 メディカルG
http://www.diamiron.com/

用途 ： 輸液バッグ用、メディカルブリスター用のフィルム

共押出多層フィルム 05

ダイアミロン®

医薬品包装材料に求められる
GMPの思想の下で製造している
PTP（Press-Through-Pack）用
シートです。製剤の安定性に合わ
せたバリア性、遮光性などの性能
を選択することができます。また、
使用者の使いやすさを意識した
開発を進めており、押し出し性の
改善等に取り組んでいます。

三菱ケミカル株式会社 産業・メディカルフィルム事業部 メディカルG
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 錠剤・カプセル包装用PTPシート

錠剤・カプセル包装用PTPシート 07

ビニホイル®   スーパーホイル®

医療分野向け熱可塑性エラストマー 09

ゼラス™

医療分野向け熱可塑性エラストマー 09

ゼラス™

成人用人工呼吸器 11

LTVシリーズ

バイオポリブチレンサクシネート 08

BioPBS™

イージーピールフィルム 10

VMX®FILM

共押出多層フィルム 05

ダイアミロン®

錠剤・カプセル包装用PTPシート 07

ビニホイル®   スーパーホイル®

ハイガスバリア
透明シリカ蒸着フィルム

06

テックバリア®

ハイガスバリア透明シリカ蒸着フィルム 06

テックバリア®

プラスチックの表面にシリカ
蒸着膜を形成したバリアフィ
ルムです。優れた酸素・水蒸気
バリア性能を発揮します。
アルミ箔を「テックバリア®」に
置き換えることで、内容物の
可視化や金属探知機の使用
が可能となり、医薬品・医療器
具の包装材等に貢献します。

三菱ケミカル株式会社 産業・メディカルフィルム事業部 メディカルG
http://www.supernyl.com/techbarrier/index.htm

用途 ： 包装におけるバリア基材
（輸液バッグ外袋、PTP外袋、経腸栄養剤、サプリメント等）

バイオポリブチレンサクシネート 08

BioPBS™

汎用プラスチックの使いやすさと環境
性能を併せ持つ、新しい素材です。PBS
は、土中の微生物によりCO2と水に分解
されることから、廃棄物を処理する際の
環境負荷低減に寄与します。また、植物
由来原料を用いることで循環型社会の
確立にも貢献できます。既にワンウェイ
の食器/トレイ類で実績がある他、使い
捨て容器類や食品包材向けなど、多種
多様なニーズが広がっています。

三菱ケミカル株式会社 サステイナブルリソース事業部
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 汎用プラスチック代替：　食品包材、ワンウェイ食器類など

温水式床暖房 30

エクセルヒーティング

冷暖房用輻射パネル 31

サーモマイルド®

医療用ガス供給システム 28

OXYMED

医療分野向け熱可塑性エラストマー「ゼラス™」。衛生性、耐滅菌性、透明
性、耐衝撃性等に優れた特性を活かし、用途にあわせて多数のグレードを
ラインナップしております。
特にシリンジガスケット用グレードは、射出成形性、摺動性、気密性に
優れており、加硫ゴムの代替として長年ご使用頂いております。また、
その使用範囲はディスポーザブルシリンジからプレフィルドシリンジにも
広がっています。
その他代表的な用途に、分離保存された２つの薬液を使用直前に開通、
混合して使用する腹膜透析のダブルバッグシステムがあります。

高度なフィルム加工技術、品質管理
技術を駆使して製造したイージー
ピールフィルムです。プリン・ヨー
グルト等の食品容器のトップ材や、
シリンジ・カテーテル等の医療機器
包装用などに使用されており、特に
なめらかな開封性はお客様から
好評を得ています。

LTVシリーズは、米国Pulmonetic Systems
社製（現米国Vyaire Medical社）の最新
タービンテクノロジーを駆使して開発され
た、病院から在宅、搬送時など幅広い用途
に対応可能な人工呼吸器です。
LTV2200/2150は従来の基本コンセプトを
継承しつつ、安全性と基本的性能を確保
するための改良に加え、内蔵バッテリで
最大7.5時間と大幅に作動時間を延長し、
さらに使いやすい人工呼吸器へと生まれ
変わりました。
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剥離フィルム（ライナー）

薬剤
ニット（支持体）

※イメージ図

在宅医療

生理処理用品、大人用オムツ向けの
バックシートに使用されており、
空気を通さず、防水性に優れたフィ
ルムです。また、衛生材料以外では
日用品、介護用品向け用途でも
使用されています。

ジェイフィルム株式会社 フィルム事業部キャストフィルム部
http://www.jfilm.co.jp/

用途 ： 生理処理用品、及び大人用オムツ向けなどに使用される
非通気性フィルム

衛生材料用フィルム 16

バックシート

21世紀の国民病とも言われるSAS（睡眠時無呼吸症候群）は、質の良い睡眠
による休息が得られないことで自身の健康を損なうだけでなく、交通事故
や産業事故にもつながる
危険な病気です。SAS治療に
対して最も普及しているのが
CPAP療法です。トランセンド 
Autoは超小型・軽量のCPAP
装置です。ご自宅はもちろん
旅行先でも、患者さんのライフ
スタイルに合わせた快適な
睡眠を提供します。

パシフィックメディコ株式会社
https://www.pacific-medico.com/

用途 ： 睡眠時無呼吸症候群の治療

持続的気道陽圧ユニット 12

トランセンドAUTO

三菱ケミカル株式会社 繊維素材事業部 繊維営業グループ
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 医療・介護

制菌せんい 15

VONNEL AG （ボンネル エージー）

三菱ケミカル株式会社 繊維素材事業部 繊維営業グループ
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 医療・介護、寝具

４つの臭気に効く消臭素材 13

CUTELY （キュートリー）

用途 ： 介護用紙オムツ、子供用オムツ、生理用ナプキンのバックシート
防護服やメディカルガウンの基材

透湿性防水フィルム 14

KTF®

「水は通さずに、湿気を通す」という
相反する機能を併せ持ったフィルム
です。大人用の介護
向け紙オムツ、子供
用オムツのバック
シートとして広く
ご利用いただいて
います。防護服等の

分野でも採用されており、快適性を実現する機能に着目
されています。その他、医療用テープの分野にも期待
されています。

三菱ケミカル株式会社 産業・メディカルフィルム事業部 グローバルKTFグループ
https://www.m-chemical.co.jp/products/

中空糸膜を用いて二酸化炭素を温水に
溶解する装置で、1000ppm以上の高濃度
炭酸水を実現します。その高濃度炭酸水
（炭酸泉）に温浴することにより、末梢血管
が拡張し血流改善が実現、それによって
血行障害の改善や、疼痛緩和に使用でき
るほか、疲労回復用にも用いられています。

三菱ケミカル・クリンスイ株式会社 CDプロジェクト
http://www.carbothera.org

用途 ： 血行障害の改善、疼痛緩和（消炎鎮痛）、潰瘍や火傷部位の洗浄

人工炭酸泉製造装置 19

CARBOTHERA™

医薬品向け離型フィルム 17

ダイアホイル®

離形コートフィルム 18

湿布プラスター剤セパレーター

三菱ケミカル株式会社 ポリエステル加工フィルム事業部
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： パップ剤・狭心症用剤・局部麻酔用剤等の貼付け型医薬品向けセパレーター

湿布プラスター剤向けに
使用する離形コートを付与
したセパレーターです。
ジェイフィルムでは、離形
コート加工と同時に印刷
加工を同一加工ラインで
実施することが可能です。

ジェイフィルム株式会社 フィルム事業部キャストフィルム部
http://www.jfilm.co.jp/

用途 ： 湿布プラスター剤で使用する離形性コートフィルム

❶設置型液体酸素装置（親容器）への接続は、専用の着脱装置を使用する
ことで、安全かつ簡単に接続ができます。
❷液体酸素の充てんの開始と完了をランプでお知らせします。
❸取っ手形状の残量計
により、自然な持ち上げ
動作で液体酸素の残量
が簡単に確認出来ます。

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 バイオ・メディカル事業部
http://www.tn-sanso-biomedical.com/products/home_hot.html

用途 ： 在宅酸素療法患者向けの携帯型液体酸素装置

液体酸素気化式供給装置 20

液体酸素装置「ほたる」

衛生材料用フィルム 16

バックシート

持続的気道陽圧ユニット 12

トランセンドAUTO制菌せんい 15

VONNEL AG （ボンネル エージー）

４つの臭気に効く消臭素材 13

CUTELY （キュートリー）

透湿性防水フィルム 14

KTF®

人工炭酸泉製造装置 19

CARBOTHERA™

医薬品向け離型フィルム 17

ダイアホイル®

離形コートフィルム 18

湿布プラスター剤セパレーター
液体酸素気化式供給装置 20

液体酸素装置「ほたる」

三菱ケミカルの特殊ブレンド技術により製造される新消臭素材です。一般
的な後加工とは異なり、原綿製造段階で機能付与しているため、着用や
洗濯の繰り返しによる機能劣化が少ない素材です。
【消臭機能】汗臭のもとになるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸だけでなく、
加齢臭のもとになるノネナールにも効果を発揮します。
【抗菌防臭機能】天然抗菌剤「キトサン」による抗菌防臭機能も併せ持ち
ます。

高い制菌力を持つAg（銀）をベースにした抗菌剤を練り込む事で優れた
制菌性と、繰り返し洗濯などへの耐久性を持つ素材です。
【医療・介護用途向け】黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌、MRSA等の菌の増殖を
抑制します。SEK赤ラベル認証済みです。　　　　　　　　　　　　　　
【部屋干し対応】洗濯物を部屋干しした時に発生する「生乾きのニオイ」や
着用して湿ると感じる「戻り乾きのニオイ」を抑制します。

パップ剤用途の貼付け型医薬品に使用するセパレーターとしてご使用頂
けます。様々な厚みや表面粗度に加え、長年にわたり培った独自のコーティ
ング技術を用いることで、各種粘着剤に適合した離型処理を行う
ことにより、個々のお客様のご要望にお応え致します。
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温水式床暖房 30

エクセルヒーティング

冷暖房用輻射パネル 31

サーモマイルド®

医療用ガス供給システム 28

OXYMED

27

病院向け医療用ガス

病院設備

冷却塔 21

ヒシ®クーリングタワー

太陽光追尾採光装置 23

ソラリス™

モスアイ型高機能フィルム 24

モスマイト™

分散型自家用水道 25

地下水膜ろ過システム

受水槽、高架水槽、蓄熱槽 22

ヒシタンク®

透析用水作製装置 26

DCnano/DCR series

「ソラリス™」は、光の届きにくい中庭な
どへ太陽光を導く採光システムです。
高性能センサーが太陽の方角・角度を
検知し、自然光を直下数十メートル
まで届けます。更に内蔵ソーラーパネル
で発電することで、外部電源不要の
エコシステムです。採光された自然光
は紫外線を大幅カットした人に優しい
光で快適環境づくりに役立ちます。

株式会社菱晃 快適環境事業部 トップライト部
https://www.kkryoko.co.jp/solaris/

用途 ： 採光（メンタルケア）

太陽光追尾採光装置 23

ソラリス™

透析用水（RO水）、透析液管理に関する国際基準がISOから決定され、清浄
化に対する意識が高まる中、透析用水は透析液の約99％を占める割合で
構成されており、透析用水の
清浄度は必要不可欠なものと
なっております。当社のDcnano
シリーズは透析業界初の直列
二段濾過方式（ダブルフィルト
レーション）を採用し、高品質
な透析用水を作成する装置と
して皆様より高い評価をいた
だいております。

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 メディカル・汎用事業部 メディカル部
http://www.mrc-medical.jp

用途 ： 透析液の希釈用水

透析用水作製装置 26

DCnano/DCR series

地震に強い特徴を持つ井戸
からくみ上げた地下水を浄化
し、上水道との2元化により
災害時にも水ライフラインを
確保し、診療継続を可能にする
システムです。東日本大震災
以降、災害時に地域住民に飲
料水を提供する協定を自治体
と締結する病院も増えており、

CSR面でも活用されています。初期投資なく水道料金削減可能な契約形態
と相まって、全国420ヶ所以上の病院でご利用いただいています。

株式会社ウェルシィ 営業本部
https://www.wellthy.co.jp/product/water/

用途 ： 断水低減、水道料金削減

分散型自家用水道 25

地下水膜ろ過システム

モスマイト™はその表面にナノレベル
の微細突起を有する透明フィルムで
す。（Fig.1）その特殊な表面構造により、
界面の光の反射を大幅に低減すること
が出来、ディスプレイ・絵画・展示物等、
コンテンツの視認性を大きく向上させ
ます。（Fig.2）
また、接触面積が非常に小さく、必要な
分子間力が得られないため、虫やほこり
などがつきにくいというユニークな
機能も有しています。

三菱ケミカル株式会社 高機能フィルム企画部 モスマイト事業化推進プロジェクト
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 反射防止、視認性向上、虫やほこり・花粉の付着防止、防曇性他

モスアイ型高機能フィルム 24

モスマイト™
用途 ： ビル空調設備、生産設備における機器冷却

冷却塔 21

ヒシ®クーリングタワー

用途 ： 給水、給湯設備

受水槽、高架水槽、蓄熱槽 22

ヒシタンク®

熱交換性に優れた充填材を搭載したヒシ
クーリングタワーは、医療施設やビルの空調、
また各種機器冷却用としてご使用いただいて
います。超低騒音タイプや省エネタイプ、また
開放型・密閉型をはじめ、白煙防止型、環境配
慮型やピット一体型など、お客様のニーズに
対応した豊富なラインナップを取り揃えて
います。

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/setubi/

清潔な飲料水を提供
することを第一に開発
されたヒシタンクは、
これまで多くの医療
施設でご採用頂いて
います。水槽に求め
られる耐震性、衛生
性、耐久性に高水準の

品質でお応えし、医療施設のみならずマンションやオフィス、工場、レジャー
関連など様々な施設でご利用いただいています。また、蓄熱槽・温泉槽・
薬液槽等、特殊用途の水槽も幅広くラインナップしており、トップブランド
として皆様のライフラインを支えています。

三菱ケミカルインフラテック株式会社
http://www.mp-infratec.co.jp/setubi/

酸素治療フローメータ/
高圧ガスレギュレータ

29

タッチワンHP

示物等、
上させ

通常のフィルム モスマイト

Fig.1

必
や
ー

ルム企画部 モスマイト事業化推
oducts/

必要な
やほこり
ークな

通常のフィィルム

Fig.2
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病院設備 グループの豊かな経験と特長ある技術により、様々な医療ニーズに柔軟に対応し、
全ての人に喜ばれる幅広いソリューションをご提案します。

医療分野の素材ソリューション

当社の生体適合性エンジニアリングプラスチックは、軽量化を目的に医療
器具・手術器具に採用されており、またⅩ線透過性もあることから、金属部品
からの代替材料として注目を浴びています。優れた耐オートクレーブ性に
加え、医療安全性規格ISO10993に適合している材料であり、さらにライフ
サイエンスグレードとしてトレーサビリティー管理をしていますので、安心
してご使用いただけます。

クオドラントポリペンコジャパン株式会社 営業開発グループ
http://www.polypenco.co.jp/products/lsg/index.html

用途 ： 手術器具のグリップ・各種分析装置部品や接液部品

生体適合性エンジニアリングプラスチック 32

ケトロン®PEEK-LSG、クオドラント®PPSU-LSG

炭素繊維コンポジット製品 34

PYROFIL™、GRAFIL™、DIALEAD™

お客様の仕様・要求に合わせたデザイン提案（3Dモデル作成）、CAE（構造/
流動解析等）・3Dプリンタを利用した設計試作から製品開発。量産時には
用途に適したクリーンルーム（Class100から100,000）環境や防虫･防菌
管理、ISO13485/9001をベースとした品質管理体制で生産した製品を提供
します。また、各種製品の組立、調液・分注(無菌充填)・封止、滅菌対応も
可能です。

油化電子株式会社 営業企画部/メディカルモールド事業部
http://www.yukadenshi.co.jp

用途 ： 医療・検査診断・歯科・食品衛生用向け射出成形部品
及びブロー成形部品

メディカル･ヘルスケア用精密成形部品 33

お客様のニーズに合わせた
設計提案・開発～量産品の提供

❶高圧ガス保安法、JIS規格に
準拠し、高品質な供給システム
で医療用ガスを供給します。
❷病院内で発生したヒヤリ
ハット事例を分析し、安全性と
使いやすさを追及しました。
❸24時間、365日、システムを
監視し、異常発生時や緊急時
の対応をサポートします。

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 バイオ・メディカル事業部
http://www.tn-sanso-biomedical.com/products/hospital_oxymed_sub.html

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 バイオ・メディカル事業部
http://www.tn-sanso-biomedical.com/products/hospital_products.html

用途 ： 医療ガスを安全に使用する為のシステム

医療用ガス供給システム 28

OXYMED

酸素治療フローメータ/高圧ガスレギュレータ 29

タッチワンHP

冷暖房用輻射パネル 31

サーモマイルド®

温水式床暖房 30

エクセルヒーティング

❶酸素、窒素、亜酸化窒素を
はじめとする医療用ガスや
液体ヘリウム等医療機関で
使用される多彩なガス製品を
ラインアップしています。
❷全国規模の製造・販売ネット
ワークにより、500を超える
国内の医療機関に対して、
高品質な医療用ガスを安定
して供給しています。
❸業界最大の販売店組織
「大陽日酸メディカル会」を
通じ、地域密着型のきめこま
かい対応を行っています。

用途 ： 医療用、MRI装置の冷却用

27

病院向け医療用ガス

院内で使用される酸素ボンベの
最新型流量調整器です。
従来の商品への不満（重い、取り
付け等のハンドリングが面倒）を
改善すべく軽量ワンタッチでの
取り付けを可能とした商品です。
さらにデザイン性、安全性を向上
させた商品になっています。

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 バイオ・メディカル事業部
http://www.tn-sanso-biomedical.com/products/hospital_products.html

用途 ： 病院用の酸素ボンベ

用途 ： 医療・介護施設・一般住宅内空調（暖房）

床下に架橋ポリエチレン管
「ユカロンエクセル®パイプ」
を配管することで、熱源機
で作った温水を循環させる
ことができます。その際に
発生する輻射熱効果により、
床から室内全体を均一の
温度に昇温、快適な暖房を
実現します。エクセルヒー
ティングは自由設計が可能
なため、ご希望の場所、面積
に最適な提案が可能です。
気流が伴わない輻射式暖房
は、一般住宅のみならず、
医療・介護分野において
多くの実績があります。

三菱ケミカルインフラテック株式会社 住環境ビジネスユニット 冷熱管材部
http://www.mp-infratec.co.jp/

用途 ： 医療・介護施設・一般住宅内空調（冷暖房）

熱源機で作った冷温水
を、サーモマイルド®に
循環させることで冷暖房
効果を発揮します。輻射
とは「物質を介さず温度
が高い方から低い方へ
熱が伝わる」現象で、冷房
はトンネルや鍾乳洞の
冷やかさ、暖房は陽だまり
の暖かさと例えられます。燃焼や気流を伴わないマイルドな冷暖房の
ため、乾燥がしにくく身体への負担が軽い特徴を活かし、快適な医療・介護
環境をサポートします。

三菱ケミカルインフラテック株式会社 住環境ビジネスユニット 冷熱管材部
http://www.mp-infratec.co.jp/

※「サーモマイルド」は旭化成ホームズ株式会社の登録商標です。

検査診断

食品衛生

歯科

製品設計・提案
◉CAEによる製品設計
　応力・流動解析・機構
　シミュレーション
◉材料選定
　化学メーカーとして
　の知見・経験から、最適な材料を選定・提案

適合生産環境
◉クリーンルーム内生産
◉防虫／防菌管理
◉ISO9001/ISO13485
　認証取得
◉医療機器製造業認可取得

試作機能
◉3Dプリンター（光造形）
　短納期での視認確認実現
◉RPIS（Rapid Prototyping
Injection System）

　短納期での成形サンプル
　を提供

開発～量産まで
トータルサポート

三菱ケミカルのPAN系炭素繊維「PYROFIL™」「GRAFIL™」およびピッチ系
炭素繊維「DIALEAD™」を用いたコンポジット製品は、「軽くて強い」機械特性
やX線透過性をはじめとした様々な特長を持ち、飛行機から自動車部品、
ゴルフシャフトといった幅広い用途に活用されています。ヘルスケア用途
においてもブレース・義足・医療機器等にその活用が広がっています。

三菱ケミカル株式会社 高機能成形材料企画部
https://www.m-chemical.co.jp/products/

用途 ： 輸送・産業機械分野、航空宇宙、電子部材、構造物補強、
スポーツ/レジャー分野
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臨床検査ソリューション

用途 ： 生化学・免疫・血液凝固関連の迅速診断分析機

全自動臨床検査システム 36-1

STACIA™（ステイシア™）

検査試料として、全血で測定ができるので、血漿・血清分離作業が不要な
ため、採血したその場ですぐに測定ができます。また、スタート操作は
とても簡単で、約17分以内で測定結果が得られます。タッチスクリーン
（カラーLCD）採用により、直感的な操作が可能です。2014年発売の
プレセプシンは新しい敗血症マーカーとして注目を集めており、パスファー
ストはプレセプシンを測定できる機器です。

本製品は、イムノクロマト法を原理とし、短時間で判定可能です。1ストリップ
でA型、B型を判定でき、見やすいマルチカラーの判定ラインを採用して
います。同シリーズのイムノクロマト製品には、マイコプラズマ、hMPV、
アデノウイルス、RSウイルスの抗原診断薬が揃っており、1年を通じて
呼吸器感染症診断が可能です。

株式会社LSIメディエンス 診断薬事業本部 学術部
http://www.medience.co.jp/h1_prorast/

用途 ： インフルエンザウイルスによる呼吸器感染症の迅速診断

イムノクロマト試薬 36-3

プロラスト™ Flu One

エラスターゼ1は膵疾患におけるスクリーニング検査に特異性の高いバイオ
マーカーであり、救急外来における膵炎の救急検査、人間ドックでは膵癌
をはじめとする膵疾患のスクリーニングとして有用です。またnon-RIA化に
伴い、汎用自動分析機でAMYやリパーゼにかわる膵疾患マーカーとしての
測定が期待されています。

全自動臨床検査システムSTACIAは、6種の測定方法（化学発光酵素免疫
測定法、凝固濁度法、合成基質法、ラテックス凝集法、免疫比濁法、生化学）
を1台に搭載したインテグレート検査システムです。
高速処理（最大270テスト/hr）で24時間いつでも測定が可能、精度の高い
検査結果をご提供できる仕組みを追求したこの装置は、新たな検査室の運用
方法をご提案いたします。

株式会社LSIメディエンス 診断薬事業本部 学術部
http://www.medience.co.jp/h3_hanyou/elastase/

用途 ： 膵疾患及び膵癌マーカー（エラスターゼ1）の迅速測定

自動分析試薬 36-4

イアトロIRE1Ⅱ

用途 ： 敗血症マーカー、心筋マーカー、性腺ホルモンの小型測定装置

移動式免疫発光測定装置 36-2

パスファースト™（PATHFAST™）

全自動臨床検査システム「STACIA™」

移動式免疫発光測定装置「パスファースト™」

イムノクロマト試薬「プロラスト™ Flu One」

自動分析試薬「イアトロIRE1Ⅱ」

世界水準の高度な検査技術と精度、スケールを持つ国内トップ
クラスの総合臨床検査センターとして、常に検査技術の向上と
効率化に努め、最先端のシステムと技術の導入を図るととも
に、徹底した精度管理や内部・外部による監査などを通じ、一層
の品質向上に努めています。
また、感染症関連の最新の検査技術の導入、遺伝子関連検査の
充実、診療により有用な価値の高い検査など、次世代の医療を
支える技術の導入を推進しています。

両 者 を 保 有 す る 強 み を 生 か し て

体外診断用医薬品・研究用試薬・臨床検査機器の開発・製造・
販売を手掛け、幅広い製品群で、医療社会に貢献しています。

株式会社LSIメディエンス 診断薬事業本部 学術部
http://www.medience.co.jp/h1_pathfast/

株式会社LSIメディエンス 診断薬事業本部 学術部
http://www.medience.co.jp/h2_stacia/

ソリューションの概念図
コンサルティングを
行う提案営業チー
ムでは、病院検査室
の運営支援をはじ
め、診断支援システ
ムや電子カルテソ
リューション、各種
診断支援サービス
の導入など、医療IT化や医療関連業務のア
ウトソーシング化ニーズに対し、多彩な企
画提案を行っています。
病院検査室の運営支援としては、検体検査
業務を病院側に代わって実施するブランチ
ラボ方式、検査機器・システム及び試薬
消耗品や検査運営ノウハウを提供する
FMS方式（Facilities Management Service）
でサービスをご提供しています。

運営ノウハウを活用した
コンサルティングサービス

ブランチラボ方式 FMS方式

機能
効率化

運営
効率向上

精度・
品質向上

病院検査室の運営支援サービス

体外診断薬
の供給

検査機器・
システム整備

検査業務運営プランニング
臨床検査技師の配置・人材育成

臨床検査サービス 35

病院検査業務・運営コンサルティング 37

臨床検査薬・機器販売 36

株式会社LSIメディエンス 臨床検査事業本部 企画管理部
http://www.medience.co.jp/rinsho.html

株式会社LSIメディエンス 
臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター
http://www.medience.co.jp/
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核酸品質チェック

ヒートマップ

数値データ
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創薬支援・製薬ソリューション

用途 ： 医薬品、化粧品等の研究支援

DNAチップ 38

ジェノパール®受託解析サービス

三菱ケミカル株式会社 研究開発企画部
https://www.m-chemical.co.jp/genome/

用途 ： 医薬品の原料等を充填し製剤化

医薬用ゼラチンハードカプセル 44-1

QUALI-G™

長年にわたりハード
カプセル市場の標準
品となっています。医
薬品の厳しい要求に
適合する高品質な製
品です。様々なサイ
ズ・色・印刷の品種か
らカスタマイズ可能

です。ハードカプセル剤は、製剤処方と製造工程が容易で簡略化できるた
め、開発作業の負担が軽減されます。錠剤と比較して、スケールアップに伴
う問題は少なくなります。

クオリカプス株式会社 カプセル事業部
http://www.qualicaps.co.jp

用途 ： 医薬品の原料等を充填し製剤化

医薬用HPMCハードカプセル 44-2

QUALI-V®

クオリカプス株式会社 カプセル事業部
http://www.qualicaps.co.jp

クオリカプス株式会社 機械事業部
http://www.qualicaps.co.jp

それぞれの用途に応じて設計した
種々の剤皮処方を持った２ピース
のハードカプセルを、いったん分離
させて粉末・顆粒・錠剤・液体等を
充填した後、再び結合させる装置で
す。あらゆる原料に最適かつ精度の
高い充填が可能です。
また、スケールに合わせて処理能力
を選択できます。

用途 ： 粉末・顆粒・錠剤・液体等をハードカプセルに充填する装置

全自動カプセル充填機 44-3

LIQFIL super Labo/5/40/80/100/150

スタチン系高脂血症治療薬の
「日本薬局方ピタバスタチンカ
ルシウム水和物」及び「ロスバ
スタチンカルシウム」は、独自で
保有している酵素反応技術を
用いて工業化製造においても
高品質で更に価格競争力の
ある原薬製造が可能となり
ました。
これらの原薬を各医薬品製造
販売業者様に供給する事で高
品質な製剤を患者様へ提供
することに貢献しています。

株式会社エーピーアイ コーポレーション 事業本部 原薬・中間体事業部
http://www.api-corp.co.jp/

用途 ： ジェネリック製剤向け原薬の安価で高品質な製造技術に応用

バイオ反応と化学反応のハイブリッド技術 43

バイオ反応で高品質な光学活性中間体を合成し、
化学反応と組み合わせて安価な原薬を製造

株式会社エーピーアイ コーポレーション 事業本部 受託事業部
http://www.api-corp.co.jp/

用途 ： 禁水反応、-100℃までの極低温反応、水素添加反応、
毒劇物を使用した反応等

大型極低温・高圧反応設備 42

0.5～1tonスケールの極低温及び
高圧（水添反応）反応の受託

上 市申 請臨床試験非臨床試験基礎研究

38探索研究

バイオアナリシスサービス 40

39非臨床試験
医薬品、医療機器、再生医療等製品の非臨床試験は、それぞれのGLP
に準拠した施設での実施が求められます。得られたデータ及びその評
価結果は、日本のみならず欧米の規制当局にも受け入れ可能な品質
が確保されていますので、臨床試験を安全に実施するための重要な
データとなります。LSIメディエンスの試験研究センターは、35年以上
の豊富な経験と実績に加え、iPS細胞、PDX、AIなど、最新の技術を
用いた非臨床試験を実施しています。

業界トップクラスの技術力と分析キャパシティーを持つGLP適合施設にLC/MS/MSやイムノアッセイ、遺伝子解析に関する最新の分析機器・
設備を導入し、お客様が求める感度、スピード、信頼性を兼ね備えた薬物濃度及びバイオマーカー測定試験の受託サービスを提供しています。

全国の医療機関で実施される治験検体の集配からお客様のニーズに合わせた電子データ報告など、
臨床ステージにおけるフルサポートサービスをご提供することにより、医薬品開発のスピードアップに
貢献いたします。また、中央総合ラボラトリーにおいて、臨床検査、PGｘ・バイオマーカー測定試験、薬物
濃度測定などを実施しています。
更に、国際共同治験（グローバルスタディー）では、海外ラボへの再委託を含む業務も実施しています。 

株式会社LSIメディエンス 創薬支援事業本部 営業統括部 第２営業部
http://www.medience.co.jp/medichem/trial/index.html

株式会社LSIメディエンス 創薬支援事業本部 営業統括部 第２営業部
http://www.medience.co.jp/medichem/trial/index.html

株式会社LSIメディエンス 
創薬支援事業本部 営業統括部 第１営業部
http://www.medience.co.jp/medichem/nonclinical/

（安全性、薬理、薬物動態）

DNAチップ
「ジェノパール®
受託解析サービス」

セントラルラボサービス 41

少量～コマーシャルスケール受託製造サービス 42

高付加価値な原薬提供 43

製剤カプセル／充填機の提供 44

大型極低温・高圧反応設備「0.5～1tonスケールの極低温及び高圧（水添反応）反応の受託」

医薬用ゼラチンハードカプセル「QUALI-G™」

医薬用HPMCハードカプセル「QUALI-V®」

全自動カプセル充填機
「LIQFIL super Labo/5/40/80/100/150」

バイオ反応と化学反応のハイブリッド技術
「バイオ反応で高品質な光学活性中間体を合成し、
化学反応と組み合わせて安価な原薬を製造」

カプセルの原料は植物性で、動物
性の原料は全く含んでいません。
可塑剤としての水分を必要とせず、
乾燥した環境や吸湿性の強い製剤
処方を充填しても割れることがあり
ません。ゼラチンカプセルよりも、
広範囲の液状・半固形医薬物が使用
できます。加速試験の保存条件下
でも、架橋反応は起こりません。

10㎥ハステロイ製極
低温反応釜と高圧反
応釜を有する多目的
プラントを含め、多種
多様（0.05～20㎥）な
製造機器を約230基
保有しています。
前臨床段階のサンプル合成、治験段階の少量治験原薬製造、承認後の大型
原薬製造まで、幅広いスケールの受託製造が可能です。

「オーラルケア」、「皮膚」、「メタボ
リック」等それぞれの領域に
関連の深い遺伝子を厳選し搭
載したDNAチップを使用して、
遺伝子を解析する受託サービス
を行っています。アカデミアから
医薬品・化粧品メーカー等の
企業の研究開発まで、幅広い
分野で利用されています。また、
カスタムチップの作製から解析
までも行っています。
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創薬支援・製薬ソリューション

ストロングランクの外用ステロイドである「フルオシノロンアセトニド」を
配合。優れた抗炎症作用で「炎症の悪化サイクル」を断ち、赤み、腫れ、かゆみ
などの症状を抑え、かき壊しによる悪化を防ぎます。また、抗生物質「フラジオ
マイシン硫酸塩」が患部の細菌増殖を防ぐので、化膿してジュクジュクした
患部にも使用できる軟膏タイプの皮膚治療薬です。

田辺三菱製薬株式会社 ヘルスケア事業部
https://www.mt-pharma.co.jp/flucortf/index.html

用途 ： 湿疹・皮膚炎に

ステロイド外用剤 49

フルコート®f

疲労時における電解質バランスの乱れを整えるL－アスパラギン酸カリウム・
マグネシウムをはじめ、弱った肝臓の働きを高めて栄養補給を助けるタウ
リン、食事で摂取した脂肪などを燃焼し、エネルギーに変えるビタミンＢ群
のほか、女性に不足しがちな鉄分などの有効成分を配合しており、肉体
疲労時の栄養補給、滋養強壮に効果を発揮します。飲みやすいフルーツ
フレーバーとなっています。

田辺三菱製薬株式会社 ヘルスケア事業部
https://www.mt-pharma.co.jp/aspara/asparadrink_alpha.html

用途 ： 肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に

ドリンク剤 50

アスパラ®ドリンクα

加齢に伴い「脂っこい料理が食べられなくなってくる」、「食べると胃がもた
れる」のは、肝臓の機能が低下し、脂肪の分解を助ける胆汁酸の分泌が減る
ことが原因の一つです。「タナベ胃腸薬ウルソ®」の成分・ウルソデオキシ
コール酸は、もともと体内にある5つの胆汁酸の1つで、肝臓に直接作用し、
胆汁酸の分泌を促進することで、食事の脂肪を分解、さらに肝細胞を保護
します。1日1錠で脂肪による胃もたれ、消化不良を改善します。

田辺三菱製薬株式会社 ヘルスケア事業部
https://www.mt-pharma.co.jp/urso/urso.html

用途 ： 胃もたれ・消化不良に

消化器用薬 51

タナベ胃腸薬ウルソ®

一般用医薬品

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 エンジニアリング事業部 分離精製部
http://www.mras.co.jp/products/top_separation/

用途 ： 医薬品、ポリフェノール、オリゴ糖、糖アルコール等の分離精製

48

機能性食品(トクホ)・医薬品向けの
分離精製システム

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 エンジニアリング事業部 分離精製部
http://www.mcas.co.jp/products/contracted-research-service

用途 ： ラボ検討から生産設備納入まで一貫サポート

47

分離精製センター

近年、医薬品や天然由来の
機能性食品、ファインケミ
カル分野を中心とする高
付加価値物質の分離精製
ニーズが増加しています。
当社では、ラボ検討から
試作サンプル精製まで
対応可能な分離精製セン
ターを開設しました。

当センターでは、各種分析用カラム、連続クロマト分離試験装置、吸着溶離
試験装置等を完備しており、食品・医薬業界等の様々なお客様の分離精製
ニーズにお応えし、付加価値のある新しい商品開発に貢献します。

この装置は、医薬品、点眼剤、
輸液等の製造で使用される
日本薬局方に基づいた精製水
を製造します。従来のイオン
交換樹脂を使用した装置で
は、塩酸・苛性ソーダ等の薬品
を使用する必要がありました
が、この装置では、電気を
利用し水の純度を高めます。
当社は、これからもケミカルレスで環境にやさしい技術を提供していきます。

三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 メディカル・汎用事業部 医薬用水部
http://www.mcas.co.jp/products/purified-water-production-system

用途 ： 医薬品、点眼剤、輸液用　精製水の製造

精製水製造装置 45

アプリファーマシリーズ

化学物質は私たちが便利で快適な
生活を送るために欠かせないもの
ですが、その一方では生態系に悪
影響を及ぼす恐れがあります。環境
リスク評価センターで以下のサー
ビス等を通じて環境保全に貢献
しています。
1） 安全性試験による環境影響評価
環境汚染防止を目的に制定された化審法の届出・審査に必要な各種安全
性試験等を実施しています。
2） 新規化学物質の届出支援
国内外の規制に準拠した新規化学物質届出のトータルサポートを行って
います。
3） リスク評価・リスクマネジメント
国内外の化学物質管理制度に合わせた有害性評価や暴露評価を含むリスク
評価を実施しています。

株式会社LSIメディエンス 創薬支援事業本部 営業統括部 化学品営業部
http://www.medience.co.jp/medichem/index_kagaku.html

用途 ： 化学品・農薬の環境影響評価試験、国内・海外規制当局申請サポート、
医薬品環境リスク評価、排水管理手法（WET）

46

環境リスク評価

届出支援サービスの対象国

当社では医薬品・食品等の分野向けに様々な分離精製技術を開発しており
ます。その一例として、清涼飲料水などの甘味料として使用される果糖・
ぶどう糖・オリゴ糖の分離や、特定保健用食品や機能性表示食品に使用
される糖アルコール・ポリフェノールなどの分離システムを手掛けており、
間接的に皆さまの健康に役立つ技術を提供して参ります。

田辺三菱製薬は、自己免疫・アレルギー疾患、糖尿病・腎疾患、循環器疾患、中枢神経系疾患用薬やワクチンなど、
特徴のある医療用医薬品を提供すると共に、一般用医薬品の販売を通じて、幅広い医療ニーズに対応しています。
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胃酸で死滅しない

生きたまま
腸管へ到達

腸管内で発芽し
乳酸発酵を開始

摂取中止後約1週間で
減少・消滅

【体内でのラクリスの活動】

健診受診率向上施策
◉健診案内、予約代行
◉未受診者受診督促
◉健診結果電子化、判定統一化
◉健診費用清算代行

医療費適正化支援
◉レセプトの疑義をチェック
◉ジェネリック医薬品促進通知
◉医療費通知
◉重複・頻回受診適正化支援

健康啓発イベント
◉セルフチェックサポート
◉各種健康イベント企画実行

保健事業支援
◉各種保健指導支援
◉治療勧奨支援
◉ハイリスクアプローチ支援
◉ポピュレーションアプローチ支援

健診事務
代行

【検診結果】

レセプト
内容点検
【レセプト】

保健事業

データアプローチによる
ただしく、効果的な保健事業を支援

フードチェーンとソリューション

じぶんからだクラブの仕組み

原材料・食品

施設・人

生産者

メーカー

商社・卸

小売・飲食

製品：安全性確認試験
賞味期限設定
添加物、残留農薬

輸出入品：規格確認　　　
表示：表示・栄養成分・アレルゲン

製造施設：衛生調査
ISO22000, HACCP

従事者：腸内細菌、ノロウィルス
講習会（教育）

販売品：安全性確認
表示：表示確認

青果物：残留農薬
米：コメ品種識別

【電子顕微鏡写真】
胞子状態のラクリス
※胞子とは不利な環境下でも生き
抜くための形態で、植物でいう種の
ようなイメージです。

グループの総合力とネットワークを活かした健康支援事業を展開しています。
また、できるだけ多くの人が長く健康でいられる社会の実現に向けて、
ICT（情報通信技術）を活用した健康医療ビジネスなどの新たな事業創出にも挑戦しています。

健康支援

株式会社 LSIメディエンス 臨床検査事業本部 健康検診事業部
http://www.medience.co.jp/prevmed/index.html

用途 ： 未病・予防医学の推進、健康寿命の延伸支援

健康・医療ICT 52

健診事務代行、レセプト内容点検、保健事業支援

人々の健康維持に役立つ食品素材として注目が高まっている乳酸菌。世の
中には数多くの乳酸菌が存在しますが、「ラクリス」は胞子という強固な
形態をとった有胞子性乳酸菌です。一般の乳酸菌が死滅してしまうような
熱や酸、乾燥に強く、生きたまま食品に配合することが可能です。
「ラクリス」はヨーグルトや乳酸菌飲料といった枠にとらわれず様々な食品
に利用でき、また元の食材の味を壊すことなく人々の食の楽しみと健康
維持に貢献します。

三菱ケミカルフーズ株式会社 第二事業部門
http://www.mfc.co.jp/

用途 ： サプリメント、菓子、粉末飲料等の各種加工食品

食品用有胞子性乳酸菌製剤 55

ラクリス™-S

オーラルケアチップは唾液・歯垢から抽出した細菌由来DNAをもとに、
歯周病・う蝕に関連する細菌の数を一度に測定できるDNAチップです。
オーラルケアアイテムの研究用途から、歯周病・虫歯のリスク判定サー
ビス、さらに全身疾患の予防への展開が期待できます。 
※本アイテムは薬事承認を得ていません。

三菱ケミカル株式会社 研究開発企画部
https://www.m-chemical.co.jp/genome/products/oralcare.html

用途 ： オーラルケアアイテムの研究、歯周病・虫歯のリスク判定

DNAチップ 56

オーラルケアチップ ジェノパール®

微生物検査や理化学検査をはじめ、食品表示のチェック、施設・設備の衛生
調査、さらには従事者の衛生検査に至るまで、「食」に関わるトータルな衛生
検査サービスを提供します。また、ISO22000（食品安全）やHACCPなどに
基づく衛生管理・品質管理システムの構築支援コンサルティングも
手掛け、フードチェーンにおける多角的なアプローチで「食の安全」を
サポートします。

株式会社LSIメディエンス 臨床検査事業本部 食の安全サポート部
http://www.medience.co.jp/food/

用途 ： 食材・食品及び人・施設に対する検査

54

食の安全サポート事業

ひとりひとりが、“じぶんのからだの状態をチェックし、じぶんに合った方法
で健康管理を行うことができる”セルフ健康管理サービスです。ドラッグ
ストア・薬局等の身近な場所での生活習慣病13項目の自己採血検査、
各種からだ情報の数値管理機能、その他付加価値のある健康サービスや
商品情報などの提供により、お客様の健康改善をトータル的にサポート
致します。

健康ライフコンパス株式会社
https://www.jibunkarada.jp

用途 ： 自己採血によるセルフチェックサービスの提供

セルフ健康管理サービス 53

じぶんからだクラブ®

未病・予防医学の推進、医療費適正化・健康寿命の延伸を目的とし、医療
保険者や事業主に対しワンストップでソリューションを提供いたします。
◉健診事務代行を通じて、病気の早期発見、早期介入の支援をします。
◉診療報酬明細書（レセプト）の内容点検を行う事で、医療保険者の医療費
　適正化を支援します。
◉健診結果やレセプトデータを分析し、データアプローチに基づく、効果的
　な保健事業を提供します。
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心筋梗塞に適用した場合の
概念図

グループの最新の技術により創出されたユニークな素材により、
先端医療における高度で特殊なニーズに対応し、全ての人に喜ばれるKAITEKIを実現します。

先端医療を支える素材

未来のヘルスケア

未来のヘルスケア

用途 ： 再生医療

59

Muse細胞製剤の研究開発

Muse細胞は、生体内に存在する多能性幹細胞です。三胚葉性の分化能を
示す一方、腫瘍化の懸念が低く安全性にも優れる細胞です。組織に傷害を
負った動物に投与されたMuse細胞は、傷害組織に遊走・集積し、傷害を
受けた細胞に自発的に分化して機能回復をもたらすことが確認されて
います。従来有効な治療法の無かった疾患領域に新たな治療法を提供
することが期待されます。

世界的に高齢化が進行し、WHO（世界保健機関）によれば日本が
世界で最も急速な超高齢化社会を経験しつつあります。さらに、
急速な人口減少による経済縮小も進行しつつあり、今後、ますます
健康で生き生きと暮らすことのできる生涯現役社会に向けた「未来
のヘルスケア」が重要となります。三菱ケミカルホールディングス
グループは、保有する幅広い技術やサービスを融合し、「未来の
ヘルスケア」の実現に向けて、疾病治療から、健康管理、訪問介護・
在宅医療、介護・医療ロボット、医療ツーリズム、遠隔医療、再生
医療、等々の健康・未病段階の健康維持・回復に役立つ製品やサー
ビスへその取組みを更に広げて行きます。

株式会社生命科学インスティテュート
http://www.lsii.co.jp/

用途 ： 所作の美しさを目指した運動と健康づくり

IoTなどの新技術を活用した健康サポート 60

所作美®（SHO・SA・BI）

株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門 ヘルスケア戦略室
https://shosabi.jp/

株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門 ヘルスケア戦略室
http://www.mitsubishichem-hd.co.jp/kaiteki_management/health_productivity_management/❶バイアル単位、ボックス単位での

入出庫に対応。1ccで16,000本以
上、2ccで10,000本以上の収納数を
実現。
❷スピーディな試料ハンドリング。
２次元バーコード付チューブ対応
の専用管理ソフトで個別管理を
行い、取り違えを防止。
❸－150℃以下で生体試料を凍結
保存。液体窒素の蒸発量は、従来機
の1/2以下にまで低減。

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 バイオ・メディカル事業部
http://www.tn-sanso-biomedical.com/products/bio_cryo.html#cryo

用途 ： 細胞などの生体試料の長期保管

全自動凍結保存システム 57

クライオライブラリー®アドバンス

❶独自開発した酸素同位体濃縮
技術により世界最高となる18O濃縮
度98atom%を実現しました。
❷世界最大の年産600kg生産能力と
独立した３つの生産拠点により安定
供給体制を確立しています。
❸GMPに基づいた製造・品質管理
体制のもと高度な品質を保証してい
ます。

大陽日酸株式会社 メディカル事業本部 SI事業部
https://stableisotope.tn-sanso.co.jp/Stableisotope_Products/Stableisotope/
OXYGEN-18O/PET.html

用途 ： ポジトロン断層撮影用診断薬の原料

安定同位体 58

Water-18O

運動嫌いの女性も所作美を意識して美しくしなやかにそして健康に！

運動の習慣化
所作美をめざし虚弱も予防

気づき
所作の美しさ

スロートレーニング姿勢の可視化

歩行姿勢チェック

所作美Book & WEB

Lifelog

所作美エクササイズ

女性（30-69才）

データ解析

Website
Feedback

用途 ： 健康経営を支える健康関連データのプラットフォーム

ICTを活用した健康サポートシステム 61

i2 Healthcare

「i2 Healthcare」は、健康や働き方に関するデータを一元的に可視化し、ヘルスリテラシーの向上や意識変容、行動変容をサポートするプラットフォームです。
従業員のより良い健康サイクルと、企業の健康経営の効率的なPDCAサイクルを回すためのシステムです。

生き生きと働き暮らすために健康であることはとても大切ですが、健康の
重要な要素である運動に継続的に取り組むことは容易ではありません。
この課題の解決をめざして開発中の健康サポートサービス、“所作美”を
ご紹介します。
日本では運動が習慣化していない中高年女性が７割もいると言われて
います。女性がいつまでも颯爽と自立して生きるには筋骨格系の維持が
重要であるとされており、若い頃から運動習慣を身につけることが理想です。
女性の皆様に所作の美しさの向上を通じ、運動を習慣化していただく健康
づくりサービスが“所作美”です。“所作美”には、VR技術※を応用した所作の
美しさを評価する技術と筋力向上に効果のあるエクササイズが含まれて
います。本サービスの実証試験をある地方自治体で実施したところ、参加者
の筋量の増加が確認でき、参加された女性からも高い評価をいただきま
した。今後、さらに改良を加えて、より魅力的で効果の高いサービスを提案
できるように取り組んでいきます。                     ※VR技術＝バーチャルリアリティ技術

健康関連コラムで
ヘルスリテラシー向上

会社からのお知らせを確認

健診データを確認健診データを確認

歩数や勤務時間の
年代・組織別データを確認

健康目標の設定と進捗把握

ウェアラブルデバイスの
データを閲覧

健康サポートプログラムに申込

健康サポートプログラム

Aさんの1日

休暇取得日数や
勤務時間を確認

自身と組織の
活動量ランキングを確認

今日の気分を記録

i2 Healthcareマイページ

健康
サイクル

日々の行動の積み重ね

i2 Healthcareデータベース
i Healthcareマイペ ジ

健康
状態を可視化健診

データ
働き方
データ

ウェアラブルデバイスデータ

活動量
心拍
睡眠ステージ

運動食事

口腔ケア

ZZZZZ

睡眠

サポートプログラム参加など 運動など 十分な休養健康目標の管理、
サポートプログラム申込、コラム閲覧

ウエアラブルデバイスで
日々の活動量・睡眠データを取得

起床 出社 休憩 就寝退社健康経営の取り組み 健康行動の実践

方

行
動
が
変
わ
る

日々の行動の積み重ねの行動の積み日々の行動の積み重ねの行動の積み

健康
サイクル

健康
状態を可視化

行
動
が
変
わ
変
る

健
康
意
識
が
高
まる
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Time

時代の大きな潮流を
常に意識する

「時代の風」

企業価値＝KAITEKI価値

サステナビリティの向上をめざす経営

技術経営軸

M
O
S

値
価
る
れ
さ
出
み
生
ら
か

Management of Sustainability (MOS)

人と社会と地球の未来のことを考え、
企業活動を通じてさまざまな
環境・社会課題の解決に貢献する

資本の効率化を重視する経営
Management of Economics (MOE) 

人材、資産、資金などの
さまざまな資本を効率的に活用し
利益を追求する

Management of Technology (MOT) 
イノベーション創出を追求する経営

技術の差異化などを通じて
革新的な製品やサービスを創出する

経
営
学
軸

MOTから生み出される価値

MO
Eか
ら生
み
出さ
れる
価
値

人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくことをめざし、
Sustainability、Health、Comfortを価値基準として、

グローバルにイノベーション力を結集し、ソリューションを提供していきます。

企業理念

KAITEKI実現
ビジョン

Sustainability, Health, Comfort

価値基準

コンプライアンス

組織活性化
創造性・生産性向上

外部評価向上

満足度向上

健康支援 働き方改革

自分の健康家族と
地域・社会の健康 職場の健康

ICT・IoT 活用
（i2 Healthcareの活用）＊

＊P24参照

100％

56.3％ 100％ 50.6％100％

価値を創造する体制

MCHCグループは、ポートフォリオマネジメント機能と個別事業経営機能
とを分離した持株会社制を導入しています。前者の機能を担う持株会社
であるMCHCのもと、2017年に発足した三菱ケミカル株式会社、田辺三菱
製薬株式会社、株式会社生命科学インスティテュート、大陽日酸株式会社
の4事業会社を中心に事業活動を行っています。
化学、医薬品、産業ガスといった広範な事業を担う事業会社が、各社の強み

を最大限発揮するとともに、グループ内の経営資源を有効に活用すること
によって、グループとして幅広い領域での価値の創造をめざしています。
また、さまざまな会社の変遷から成り立っているMCHCグループ各社が
有する多様な社風や文化を活かしつつ、「KAITEKI Value for Tomorrow」と
いう共通のコーポ―レートスローガンのもと、多様化・複雑化する社会や
市場のニーズに対して総合的なソリューションを提供していきます。

株式会社三菱ケミカルホールディングス＊1

＜事業領域＞

機能商品

素材

ヘルスケア
＊1  上場会社

事業会社

機能分担会社

純粋持株会社

株式会社地球快適化インスティテュート

Mitsubishi Chemical Holdings America

三菱化学控股管理（北京）

Mitsubishi Chemical Holdings Europe

株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ

グループ会社

田辺三菱製薬株式会社＊1

グループ会社

株式会社生命科学
インスティテュート

グループ会社

大陽日酸株式会社＊1

グループ会社

三菱ケミカル株式会社

KAITEKI経営の推進

経営理念 KAITEKI 健康経営とは

KAITEKIを実現するための経営 “KAITEKI 経営”
KAITEKI経営とは、資本の効率化を重視する経営（Management of Economics）、イノベーション創出を追求する経営
（Management of Technology）に加えて、サステナビリティの向上をめざす経営（Management of Sustainability）という
3つの経営を、時間や時機を意識しながら一体的に実践し、企業価値を高めていく独自の経営手法です。MCHCグループは、
この3つの経営から生み出される価値の総和をMCHCグループの企業価値として「KAITEKI価値」と名づけ、さらなる価値
向上をめざしています。そして、この価値を向上させることが、MCHCグループがステークホルダーの皆様とともに発展し、
かつ持続可能性のある状態の創造、つまりKAITEKI実現に通じる、という強い思いのもと、企業活動を推進しています。

KAITEKI健康経営

定　　　義 従業員・職場の「健康支援」と「働き方改革」を両輪として、健康という視点から、企業の最も大切な財産の
ひとつである「働く人」の活躍を最大化する取り組みです。KAITEKIの実現に向けて、家族、地域、社会全体の
健康まで視野を拡げることや、ICT・IoTなどのイノベーティブなさまざまな技術の統合と活用を含みます。

めざすこと 多様な人材がいきいきと活力高く働ける会社・職場づくりを通じて、豊かな創造性と高い生産性の基盤を
築くことをめざします。
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