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１．はじめに 

我が国における高齢化は急速に高まっている。事実、日本人の平均寿命は、男

性 81.41 歳、女性 87.45歳（2019年）であり、人生 90年時代に到達しようとし

ている。一方、自立した生活を送れる期間「健康寿命」に関しては、男性 72.68

歳、女性 75.38 歳（2019 年）であり、平均寿命より男性は約 9 年、女性は約 12

年も短い[1]。とはいえ、100年前の日本人の寿命は、男女共に約 44歳程度であっ

たことに鑑みると、「人生 70年、元気に生きられる社会が実現している」と考え

れば、喜ばしいニュースである。 

しかし、現代社会が達成してきた寿命の延伸は、決して楽観視できる数字では

ない。東京大学の秋山らは、全国高齢者の追跡調査の結果から、現代の日本人高

齢者の中で平均的な健康寿命をたどる人々は、男性で約 70％、女性で約 87％で

あることを示した（図表 1）[2]。一方、同報告の中では、男性で約 20％、女性で

約 12％に相当する集団では、健康寿命が平均より 10歳程度短いことも明らかに

なっており、日本人の全てが 70 代まで健康的に生きられるわけではない（図表

1）[2]。つまり、裏を返せば、健康寿命の延伸社会を目指す社会においては、寿命

の「長さ」を一様に伸ばすことを考えるのでは不十分であり、その代わりに、寿

命の「質」に着目して、健康長寿集団をいかに増やすかについて議論することが

最も重要である。 

日本人高齢者の追跡調査に基づき、高齢者の自立度の変化のパターンを集団ごとに表示 

したもの。（文献[2])より改変転載） 

※1 交通機関の利用や電話の応対、買物、家事、洗濯、服薬や金銭の管理など。

※2 家庭における歩行や移動、食事、更衣、入浴、排泄など。

【図表 1】日本人高齢者の健康寿命と自立度の推移 
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２．健康寿命の延伸社会の実現に向けた筆者自身の取り組み 

筆者は、健康社会の実現のためのリテラシー教育の推進を目指し、2016年頃よ

り、熊本大学公開講座「健幸薬学」シリーズを実施してきた[3]。本講座は、一般市

民や早期薬学生らが、薬や健康に関する学びから幸福（Well-being）の実現を目指

すことを企図したものであり、これまでに延べ 50 人以上の方々が、薬学検定（日

本セルフケア支援薬剤師センター主催）の単位を取得し、健幸リテラシーの基礎を

学んできた。一方、筆者は 2017 年から熊本大学の地域イノベーションエコシステ

ム形成事業「有用植物×創薬システムインテグレーション拠点推進事業 (UpRod)」

のプロジェクトマネージャー（PM）に就任、植物・微生物などの天然資源の成分探

索・機能評価の研究・共創プラットフォームを構築し、健康食品・化粧品・医薬品

開発などの社会実装化のためのオープンイノベーションを実践してきた[4]。 

UpRodは、幅広いバックグラウンドを持つ熊本大学の薬学研究者が一枚岩とな

り、ユニークな探索ツール（有用植物データベース、天然物エキスバンク、オリ

ジナル評価技術など）を活用し、健康食品・化粧品・医薬品開発の素材として有

用な天然資源を同定・検証する事業である（図表 2）。特筆すべきことに、筆者

らは UpRodのオープンイノベーションの推進を目指し、当時大学の一事業として

は珍しかった各種展示会への出展（BioJapan、食品開発展、化粧品開発展など）

を果たし、健康志向型の企業 100社以上との面談を敢行した。その結果、健康製

品ものづくり業界の抱える課題やニーズを目の当たりにするとともに、アカデミ

アと企業の視点のギャップを痛感し、「健康寿命の延伸社会の実現のために、大

学人として何ができるか？」を本気で考えるようになった。 

【図表 2】UpRod の概要 
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３．健康増進が追い風の健康食品業界 

 

健康志向型の企業との面談を通じて、最も強く感じたのは、健康食品業界の勢

いである。実際、現代社会において、テレビの通販番組や広告で健康食品が取り

上げられない日はない。また、ウィズコロナにおいて幸せに暮らしていくには、

これまで以上に健康であるということが重要となる。また、昨今の欧米諸国や我

が国では、寿命延伸（抗老化）への関心が高まり、βニコチンアミドモノヌクレ

オチド（NMN）などの高価格健康サプリメントや美容用品が市場を席巻し始めてい

る。一方、老化に関する数々の著書も年々増加の一途をたどっており、例えば、

世界的にも「LIFESPAN老いなき世界」がベストセラーになるなど[5]、人々の健康

への関心・機運が高まっていると言えよう。なお、2015年 4月にスタートした機

能性表示食品制度は、消費者の健康意識を高めるための重要な政策となってきて

おり、2023年 1月現在、消費者庁が受理した同食品は、ついに 6,200件を超えた

とのことである[6]。つまり、老化に歯止めをかけ未病を維持する魅力的な抗老化

成分を発見することは、今後ますますニーズが高まると思われる。 

 

 

４．機能性表示食品などの付加価値健康製品開発における社会課題と

その解決に向けて 
 

機能性表示食品は、特定保健用食品（トクホ）とは異なり、制度上、消費者庁

長官の許可を受けたものではない、という特徴を持つ。したがって、「消費者の

誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する制度」として、安全性の

確保、機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠、適正な表示による消費者

への情報提供などについて、開発企業から提示されていることが重要である。そ

のためにも、生命・医科学研究で培われてきた種々の技術等の総動員と異分野融

合を基軸とした、次世代型の健康・老化研究の推進が強く求められている。中で

も、天然由来の機能性素材の開発市場は、年々、増加の一途をたどっており、2025

年には、2,750億円へと発展すると見込まれている（図表 3）[7]。 

 

しかしながら、天然由来の機能性食品の開発市場においては、①機能性表示食

品等のシーズの枯渇 ②動物愛護の観点からマウス等の動物試験が行えない ③長

寿社会に資するわかりやすい機能表示がない、などの問題点がある（図表 4）[8]。

これらの課題の克服は、従来の医療に加え、予防・進行抑制型の新たな健康・医

療システムの確立に貢献するものであり、多大な経済効果を生み出す可能性が

高い。 
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【図表 3】健康寿命の延伸社会における健康製品開発の重要性 

【図表 4】健康製品開発市場の課題 

例えば、健康寿命の延伸は、現代社会のニーズの高い目標の一つである。事実、

我が国におけるヘルスケア産業（予防、健康管理、生活支援サービスの充実、医

療・介護技術など）の市場規模は、2018年の次世代ヘルスケア産業協議会(経済

産業省)の推計によると、2016年で約 25兆円、2025年には約 33兆円にまで上る。

海外市場はおおよそ、その 10 倍以上の規模と推計され、これからの時代を担う

一大マーケットへと成長する。また、もし健康に資する機能性食品等を効率的に

評価・探索できる技術が開発されれば、仮にヘルスサイエンス研究開発 (R&D) 費、

インビトロ動物実験代替試験、製造業種における委託研究開発費の観点から見積

もると、1,440 億円にも及ぶことが明らかになっており、その影響力は多大であ

る（図表 5）。 
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【図表 5】C-HAS が対象とする国内市場 

５．機能性表示食品等に資する天然資源探索ツールの開発 

筆者は、熊本大学の天然物創薬プラットフォーム UpRod (文部科学省地域イノ

ベーションエコシステム形成プログラム、H27-R3) のプロジェクトマネージャー

として、世界各国の有用植物の伝統伝承医療用途が紐付けされた創薬指向型植物

データベース(PDIII)（32万種) および、化合物データベース未掲載の新規化合

物を多数含有する熊本大学オリジナル天然物エキスバンク (NEB) (現在 2万 8千

種超、今後も増加) の構築（図表 6）とそのスクリーニング実験を行い、各種疾

患 (遺伝性腎疾患、アミロイドーシス、AIDSなど) に対する新規疾患治療薬候補

の探索に成功してきた[4]。 

UpRodの PDIIIや NEBは、独自の視点が盛り込まれたユニークな天然資源探索

ツールとして活用可能であり、前述の社会課題①「機能性表示食品等のシーズの

枯渇」に対して解決の糸口を見出すものとなる。 
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【図表 6】熊本大学発、次世代型「天然物創生」プラットフォーム 

６．Cエレガンス健康寿命ミニ集団解析技術 C-HASの誕生 

一方、前述の社会課題②「動物愛護の観点からマウス等の動物試験が行えない」

および、社会課題③「長寿社会に資するわかりやすい機能表示がない」を解決す

るためには、実験動物の代替となる信頼性のある技術で、かつ、ヒトの社会にお

ける健康格差を表現できる評価技術を構築していく必要がある。つまり、汎用実

験動物であるマウス等を使わずに、ヒトと同じように老化の全貌が評価可能であ

り、遺伝子改変や薬理活性評価が可能な実験動物の代替法の開発が急務である。

実際、EUでは、2013年より、動物試験が関わった化粧品製品の開発が全面禁止と

なり、我が国もそれに追随する形となっている[9]。また、食品業界においても、

多くの企業が動物試験の実施を自粛する動きが広がっており、化粧品・食品開発

業界での脱・実験動物への取り組みが極めて高まってきている。 

このような背景の中、米国の規制当局 FDAは、動物実験代替法ワーキンググル

ープを発足させ、新たな方法論（new approach methodologies）として Cエレガ

ンス (線虫) を用いた安全性評価法の開発を積極的に推進している[10]。超小型

実験動物の一つである Cエレガンスは、ヒト・マウスとほとんど同じ遺伝子の数・

機能を持ち、その個体としての生き様 (寿命曲線のパターン) の類似性が高い。

また、寿命が 20～30日と短く、安価に実験することが可能で、食や薬の安全性で

問題となる「生きる」ための基本の臓器である神経・腸管・筋肉を持つ、さらに

は、ヒト・マウスと同じく老化・フレイルを起こし、その様子を行動観察で評価

することが可能である、などの利点があることなどから、現在、動物実験の代替

モデルとして注目を集めている（図表 7）。このような背景の中、筆者は C エレ

ガンスの健康寿命を自動で評価可能なプラットフォーム C-HAS (C.elegans 
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Health life span Auto-monitoring System) を開発した（図表 8）[11] [12]。C-HAS

は、実験動物モデル線虫の経時的な画像撮像に基づく健康状態の評価プラットフ

ォームであり、線虫の健康寿命を非侵襲的に、かつ自動で多数検体測定 (36 検

体) することを可能とした世界初のコア技術である。 

 

特筆すべきことに、本法は、Cエレガンスの一生を「積極的行動状態、無活動生

存状態、死亡状態」に分類・追跡し（図表 9）、健康寿命の質的相違に基づく 4集

団へのクラス分け・数値化 (健康長寿、標準、不健康、短命) を可能とするもので

ある。つまり、C-HASは健康寿命の「期間」の平均値データのみならず、健康寿命

の「質」のデータをも取得可能にするものであり、ヒトの健康寿命の heterogeneity

や diversityを反映することができる世界で唯一の技術である。 

 

【図表 7】実験動物の代替としての C エレガンスの特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 8】C-HAS C.elegans Health life span Auto-monitoring System 
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【図表 9】C-HASの基本原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線虫の定期的な撮像画像の重ね合わせによって、個々の線虫の健康状態を見分け、 

各線虫の「寿命」、「健康寿命」を割り出す。 

 

 

 

７．C-HASを用いた健康寿命集団解析の実際 

 

C-HASは、Cエレガンスの一生を、ヒトの一生と見立てて、健康への影響力を数

値化する技術であることから、その活用により、従来、ヒトやマウス等の実験動

物では達成できなかった作業時間と精度で、健康寿命を延伸する機能性食品等の

素材の探索が可能となる。 

 

C-HAS評価の事例を紹介したい。筆者らは、遺伝的背景の同じ一般的な Cエレ

ガンスについて、C-HASによる寿命・健康寿命の平均値の測定、および健康寿命

のミニ集団解析を行ったところ、平均的に生きる集団が約 24％、健康長寿の集団

が約 15％、早死にする集団が約 39％、不健康期間が長い集団が約 22％存在する

ことを明らかにした（図表 10）。この時、健康寿命と関連の深い AMP活性化プロ

テインキナーゼ（AMPK）を薬（メトホルミン：抗糖尿病薬）により活性化するこ

とで、健康長寿の集団が劇的に増加し、不健康期間が長い集団がいなくなること

も明らかになった（図表 10）。 
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【図表 10】メトホルミンが Cエレガンス健康寿命に与える影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、Cエレガンスの健康長寿集団の増減をたった一つの数字で表す、健康寿

命延伸影響力 Healthable score（HaS™）を考案した（図表 11）。HaS™は、C-HAS

解析によって分類された健康長寿集団（green）の割合から短命集団（red）と不

健康集団（orange）の割合を差し引くことで算出し、Control群の HaS™を 0とし

て、補正を行うことで算出が可能である。計算式は以下のとおりである。 

HaS™ = 健康長寿集団(green)(％)–(短命集団(red)(％)+不健康集団(orange)(％)) 

HaS™ (補正値) = HaS™ (素材投与群)− HaS™ (Control群) 

C-HASのみで導き出すことが可能な HaS™の値は、プラスとなれば、健康長寿集団

が増えることを意味し、マイナスになれば、不健康集団が優位になることを示す。 

 

【図表 11】Healthable Score (HaS™) 
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興味深いことに、メトホルミン処置による HaS™は、+88.15を示し、優れた健康

影響力を有することが明らかになった（図表 10）。なお、メトホルミンは、糖尿

病治療薬の一つで WHO 医薬品モデルリスト収載品（効果・安全性・コスト効率で

優れたもの）であり、現在、ヒトやマウスにおける健康寿命を延伸することが知

られている[13]。C-HAS は、メトホルミンの効果や AMPK 活性化の影響を正確に評

価できる実験系であり、その点で信頼性の高い技術であると言える。現在、メト

ホルミンに限らず、美容や健康長寿に関わるとされる種々の健康促進因子（レス

ベラトロール、NMN、酢酸など）を用いた検証も実施しており、おおむね良好な結

果が得られている。要約すると、C-HAS は被検物質の「個体に与える総合的健康

影響力」を「見える化」する技術として活用できる技術である。 

 

 

８．最後に 

 

熊本大学 UpRod では、オリジナル天然物エキスバンク NEB（2 万 8 千超の微生

物、植物、海洋生物などのエキス、また、食経験のある植物等のエキスや香り成

分等も含む）や素材開発に指向した植物情報データベース（創薬指向型植物デー

タベース；PDIII）（世界中の 32万種を超える植物の情報を収載）、Cエレガン

スを活用した健康寿命評価システム C-HAS を開発した（図表 6）[4]。現在、これ

らを基に、オール熊本大学体制にて天然物から新たな化粧品や健康食品の素材探

索を行っている。他に類を見ない数と質を持った天然物バンク NEBや植物データ

ベース PDIII、および、実験動物の代替としてスクリーニングに資する C-HASの

三種の神器を有しており、新たな素材の開発につなげることが可能なプラットフ

ォームを持つ。食経験のある植物や、植物の伝統伝承用途に着想することにより、

比較的安全性の高い化粧品や健康食品の素材の提案が可能となる。特に、化粧品・

健康食品に含まれている動物性素材が危惧される昨今、本研究開発により、それ

らを代替するような素材を見出すことも期待できる。また、C-HAS を駆使し、実

験動物フリーの評価を実施することも可能であり、これまでに報告されていない

機能を有する素材を見出すことも夢ではない。 

 

上記 UpRodの社会実装化を継続・発展させるために、筆者らは、2022年 4月、

熊本大学認定ベンチャー株式会社 C-HASプラスを設立した[14]。 

 

C-HASプラスは、「健康で幸せな百歳社会を共に創る」というビジョンのもと、

大学での研究によって得られた実績やノウハウに加え、脱・実験動物のモデル生

物である Cエレガンスを活用した研究開発プラットフォームを構築し、科学的根

拠のある食品・化粧品素材や健幸に良い素材を探索し、ウェルビーイング製品の

開発を行うことを目指している。また、Cエレガンスを活用した評価のみならず、

独自の植物データベースや知識・経験・ノウハウ等を活用することにより、「化

粧品や機能性食品の原材料となる植物素材に関する情報」を網羅的かつ効率的に
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調査し、提供することも可能である。今後、シーズの枯渇や資源の入手リスクな

ど課題を抱えている製品開発企業に対して、世界中で有用なシーズを探索・提案

し、開発を支援することとしている。 

 

筆者自身も、今後も、アカデミアと社会実装の両輪経営の実践を目指し、健康

で幸せな百歳社会づくりに貢献していきたい。 
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バックナンバー 【2019年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 19.01.28 19-01 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 事業者連携による協働体制の構築 ～ 寄稿 株式会社メディカルシステムサービス 
        メディカルシステムサービス事業開発部 次長 

        一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        福原 亮 
     
 19.02.25 19-02 近未来社会における医療安全管理システムの提案 編集主幹 市川 剛志 
   Society5.0実現に向けた AXR の応用 寄稿 東京大学大学院 
        医学系研究科 
        教授 小山 博史 
     
 19.03.18 19-03 「粧（よそお）う」ことからフレイル予防を考える 編集主幹 市川 剛志 
    ～ フレイルの入り口を抑える化粧療法 ～ 寄稿 資生堂ジャパン株式会社 
        美容戦略部 
        ライフクオリティー推進グループ マネージャー 
        医学博士 介護福祉士 
        池山 和幸 
     
 19.04.15 19-04 「出資持分承継について」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 新認定医療法人制度の移行期限迫る ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 19.05.20 19-05 飯塚病院における新看護提供方式 編集主幹 市川 剛志 
    ～ セル看護提供方式Ⓡの実際とその効果 ～ 寄稿 株式会社麻生 飯塚病院 
        副院長兼看護部長 
        森山 由香 
     
 19.06.24 19-06 認知症における音楽療法とその効果 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人臨床音楽協会 代表理事 
        メディカルクリニック柿の木坂 院長 
        東京女子医科大学 名誉教授 
        岩田 誠 
        独立行政法人国立病院機構 
        京都医療センター・宇多野病院 音楽療法士 
        京都認知症総合センター 音楽療法士 
        一般社団法人臨床音楽協会 理事 
        飯塚 三枝子 
        株式会社フェイス グループ戦略推進本部 
        音楽医療事業 リーダー 
        中務 佐知子 
     
 19.07.22 19-07 痛みの可視化 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社浜松ファーマリサーチ 
        受託試験部 医学博士 

        夏目 貴弘 
     

 19.08.19 19-08 患者・医師・病院、三方良しの遠隔 ICU 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社 T-ICU 代表取締役社長 
        聖マリアンナ医科大学 救急医学教室 非常勤講師 

        東京女子医科大学 集中治療科 非常勤講師 
        中西 智之 
        集中治療専門医 救急科専門医 麻酔科専門医 

     
 19.09.17 19-09 セントラルキッチン導入による効果と課題 編集主幹 市川 剛志 

    寄稿 一般社団法人みやぎ保健企画 
        セントラルキッチン事業部 統括責任者 
        松本 まりこ 

     
 19.10.28 19-10 地域医療連携推進法人日光ヘルスケアネット 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 栃木県知事 福田 富一 
        栃木県医師会長 太田 照男 
        地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット 

        代表理事 上中 哲也 （日光市副市長） 
     
 19.11.25 19-11 「医療・福祉分野における外国人雇用のあるべき姿 ２」 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 外国人材の定着化に向けた具体的な取り組み ～ 寄稿 一般社団法人ワムタウン推進本部 理事 
        株式会社メディカルシステムサービス 
        事業開発部 次長 
        福原 亮 
     
 19.12.23 19-12 自宅でできる！ 編集主幹 市川 剛志 
   オンライン管理型心臓リハビリテーションシステム｢リモハブ｣ 寄稿 株式会社リモハブ 
        代表取締役 CEO 
        谷口 達典 
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バックナンバー 【2020年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 20.01.27 20-01 地域ニーズを見据えた介護事業戦略 編集主幹 市川 剛志 
   「全世代型」の社会保障アプローチへの転換 寄稿 富田ケアセンター有限会社 
        代表取締役社長 
        山中 祥吉 

     
 20.02.25 20-02 ＰＸを用いた患者中心の医療サービス評価 編集主幹 市川 剛志 
   日本および海外における潮流とその背景 寄稿 株式会社スーペリア 代表取締役 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 代表理事 
        曽我 香織 
        東海大学医学部 血液･腫瘍内科 教授 
        東海大学総合医学研究所 所長 
        一般社団法人日本ペイシェント・ 
        エクスペリエンス研究会 理事 
        安藤 潔 

     
 20.03.23 20-03 「あをに工房」による要介護高齢者就労の実態と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社リールステージ 代表取締役社長 
        あをに工房合同会社 代表社員 
        中山 久雄 

     
 20.04.20 20-04 医療ツーリズムと医療の国際化 編集主幹 市川 剛志 
   この10年の変遷から今後を占う 寄稿 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 
        多摩大学大学院 特任教授 
        真野 俊樹 

     
 20.05.25 20-05 新たな病院建築・運営に挑む 編集主幹 市川 剛志 
   長崎リハビリテーション病院立ち上げまでの軌跡 寄稿 一般社団法人是真会 
        長崎リハビリテーション病院 理事長 
        栗原 正紀 

     
 20.06.22 20-06 地域連携広報の必要性 編集主幹 市川 剛志 
   「みんなのくらちゅう」と「わが街健康プロジェクト。」の取り組み 寄稿 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 
        倉敷中央病院 地域医療連携部 部長 
        十河 浩史 

     
 20.07.20 20-07 高齢者・がん患者の健康を化粧のちからで支援 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 地域共生社会における化粧の役割 ～ 寄稿 株式会社 資生堂 社会価値創造本部 
        ダイバーシティ＆インクルージョン室 
        エンパワーメントサポートグループ 
        池山 和幸 

     
 20.08.31 20-08 公平な医療サービスの提供を目指して 編集主幹 市川 剛志 
   痛みの見える化の試み 寄稿 大阪大学大学院 生命機能研究科 
        特別研究推進講座 MRI 協働ユニット 
        痛みのサイエンスイノベーション共同研究講座 
        特任教授(常勤) 
        中江 文 

     
 20.09.28 20-09 ウィズコロナ／アフターコロナの医療法人経営 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 医療法人の合併・出資持分承継 ～ 寄稿 税理士法人 山田＆パートナーズ 医療事業部 
        山本 竜也 
     
 20.10.30 20-10 『足指着地で健康な体に変えていく』 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 機能性シューズでパラダイムシフトを起こす ～ 寄稿 株式会社 BMZ 取締役社長 
        髙橋 毅 
     
 20.11.30 20-11 ウィズコロナの時代の病院経営 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長 
        豊岡 宏 
     
 20.12.25 20-12 周産期医療における遠隔医療 編集主幹 市川 剛志 
    － 遠隔モバイル胎児モニターの実際と胎児モニタリングの歴史 － 寄稿 メロディ・インターナショナル株式会社 CEO 
        尾形 優子 
        香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 
        日本遠隔医療学会 名誉会長 
        原 量宏 
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バックナンバー 【2021年発行分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 21.01.29 21-01 コロナ禍における介護事業経営とは 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 天晴れ介護サービス総合教育研究所株式会社 
        代表取締役 
        榊原 宏昌 

     
 21.02.22 21-02 なぜ自治体病院は経営的に赤字になるのか？ 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 松阪市民病院 総合企画室 副室長 
        世古口 務 

     
 21.03.31 21-03 救急医療管制支援システム(e-MATCH)の開発について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        ヘルスサービス R&D センター（CHORD-J） 
        ディレクター 
        大田 祥子 
        理事長 
        脇田 紀子 

     
 21.04.26 21-04 ICT がつなぐ、あなたの医療と介護 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 特定非営利活動法人 
        滋賀県医療情報連携ネットワーク協議会 
        代表常任理事 
        本多 朋仁 
        常任理事 
        永田 啓 

     
 21.05.31 21-05 小規模病院による地域医療課題の解決 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 医療法人社団守成会 広瀬病院 理事長 
        廣瀬 憲一 

     
 21.06.30 21-06 光免疫療法を基にした楽天メディカル社の医薬品・医療機器開発 編集主幹 市川 剛志 
    ― 頭頸部癌における新たな治療選択肢 ― 寄稿 楽天メディカルジャパン株式会社 

     
 21.07.26 21-07 救急医療現場から起業した経緯について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 国立大学法人千葉大学 
        大学院医学研究院救急集中治療医学教授 
        中田 孝明 

     
 21.08.23 21-08 外国人介護人材（ベトナム）育成の取り組み 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 人材育成システムと QMS（Quality Management System） ～ 寄稿 社会医療法人愛仁会 本部 国際事業統括部長 
        坪 茂典 
        富山短期大学 健康福祉学科 准教授 
        小平 達夫 

     
 21.09.21 21-09 新しく救急部門を構築するための戦略 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 救急医療は文化であり、システムである ～ 寄稿 社会福祉法人京都社会事業財団 
        京都桂病院 救急科 部長 
        寺坂 勇亮 

     
 21.10.18 21-10 最先端脳科学に基づく次世代脳トレ 編集主幹 市川 剛志 
   認知機能の維持・向上に向けて 寄稿 株式会社 NeU（ニュー） 代表取締役（CEO） 
        長谷川 清 

     
 21.11.29 21-11 転倒対策の最前線 編集主幹 市川 剛志 
    ～ 要介護の原因第４位である転倒・骨折から日本人を守る ～ 寄稿 株式会社 Magic Shields（マジックシールズ） 
        取締役／ユーザー体験責任者 
        杉浦 太紀 

     
 21.12.20 21-12 糖尿病患者の方々の QOL 向上につながる 編集主幹 市川 剛志 
   採血のいらない非侵襲血糖値センサー 寄稿 ライトタッチテクノロジー株式会社 代表取締役 
        山川 考一 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 22.01.31 22-01 デイサービス送迎車の相乗りによる交通弱者支援サービス 編集主幹 市川 剛志 
   『福祉 Mover』 寄稿 一般社団法人ソーシャルアクション機構 
        代表理事 
        北嶋 史誉 

     
 22.02.28 22-02 持続可能な介護経営に向けて 編集主幹 市川 剛志 
    ～ ショートステイ向けシステムの導入で収益改善 ～ 寄稿 社会福祉法人由寿会 理事 
        由井 聖太 

     
 22.03.28 22-03 ポリファーマシーの副作用発現リスクを評価するツール 編集主幹 市川 剛志 
    ～ POLSET の臨床応用と有用性 寄稿 コスモス医薬情報 AI 解析研究所 
        東北医科薬科大学名誉教授 
        佐藤 憲一 

     
 22.04.25 22-04 副作用情報の AI-SOM を用いたビジュアル化と医療現場での有用性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 東北医科薬科大学准教授 
        川上 準子 

     
 22.05.30 22-05 仮想現実（VR）技術がもたらす新時代のリハビリテーション革命 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 mediVR リハビリテーションセンター 
        （株式会社 mediVR） 
        理学療法士 
        北野 雅之 
        代表取締役 
        原 正彦 

     
 22.06.27 22-06 社会福祉連携推進法人制度の創設について 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 

     
 22.07.25 22-07 科学的介護で成果を上げる、実践的な DX システムについて 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 芙蓉グループ代表 博士（医学） 
        前田 俊輔 

     
 22.08.29 22-08 病院救急車の活用 編集主幹 市川 剛志 
    ～ クローバー搬送システム ～ 寄稿 医療法人篠原湘南クリニック 
        クローバーホスピタル 副病院長 
        原田 真吾 

     
 22.09.26 22-09 子どもの新しい疼痛疾患、小児四肢疼痛発作症とは？ 編集主幹 市川 剛志 
   その症状、病態、メカニズムと社会的ニーズ 寄稿 公益社団法人 京都保健会 
        社会健康医学福祉研究所 所長 
        京都大学名誉教授 
        小泉 昭夫 
        AlphaNavi Pharma 株式会社 代表取締役 
        京都大学大学院医学研究科 
        プロジェクト研究員 
        小山田 義博 

     
 22.10.31 22-10 てんかん PHR 管理アプリ「nanacara」の有用性と可能性 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 ノックオンザドア株式会社 CEO 
        林 泰臣 

     
 22.11.28 22-11 AI 診療支援によってもたらされる医療の DX 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 株式会社プレシジョン 代表取締役社長 医師 
        佐藤 寿彦 

     
 22.12.26 22-12 最先端低侵襲定位機能的脳手術 編集主幹 市川 剛志 
   切らずにふるえを治療する MR ガイド下集束超音波治療 A to Z 寄稿 堀 大樹 
        森山脳神経センター病院 FUS センター 技師長 
        堀 智勝 
        森山脳神経センター病院 院長 
        森山 貴 
        社会医療法人社団森山医会 理事長 
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発行日 No. タイトル 執筆者

09. 9.25 09-24 （寄稿）ＭＳ法人における新事業承継税制の活用について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　医療事業部
　　　　税理士　高橋　琴代　　　　

09. 9.30 09-25 （寄稿）株式市況が医療法人の出資持分評価価額に与える影響について 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.10.30 09-26 （寄稿）キャッシュフローの考え方と設備投資時の留意点 編集主幹　市川 剛志　
執筆　税理士法人 山田＆パートナーズ　代表社員
　　　　税理士　加藤　友彦　　　　

09.11.30 09-27 （寄稿）医療機関再起に向けた新手法 編集主幹　市川 剛志　
　～事業再生ＡＤＲの適応性について～ 執筆　センチュリー法律事務所

　　　　弁護士　住田　昌弘　　　

（注）☆：Education note、★：Special edition、◇：Public note、◆：Public Benefit Corporation note、その他はHealthcare note。

 23.01.23 23-01 地域医療連携推進法人における DX 編集主幹 市川 剛志 
    寄稿 地域医療連携推進法人 
        湖南メディカル・コンソーシアム 理事 
        社会医療法人 誠光会 法人本部 副本部長 
        䕃山 裕之 
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