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CONFIDENTIAL 2 

MCHC* ヘルスケアソリューション基本方針 

MCHCグループ内協奏を機軸とし、様々な ステージにおけるアンメット
ニーズに対するソリューションを提供する 

 

          KAITEKI社会の実現に貢献  

   治癒・回復    治療   未病    健康 

健康管理、 
健康維持・増進 疾患治療 リハビリテーション 

再発予防 発病予防 診断 

ヘルスケア分野におけるトータルソリューションの提供 

ワクチン 

医薬品 

検査 

クオリカプス 

再生医療 

コンパニオン診断 
植物工場 

見守りゲイト 

じぶんからだクラブ 人工炭酸泉 

バイオマーカー 

製薬関連事業 

*;㈱三菱ケミカルホールディングス 
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じぶんからだクラブ®のコンセプト 

誰でも、手頃な料金で、気軽（短時間・予約不要）に受診 

『普段使いできる、街中の本格セルフチェックサービス』 

時間と手間をかけて医師に診てもらう、特別行事的な 

『医療機関の健康診断』 

本格 
× 

手軽 

「健康管理は気になるけど、健診の時間を取りづらい方」 
「年1回の健診だけでは不安な方」のニーズを捉える 

公的な健康診断の補完 

じぶんからだクラブ® 
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会社名:  健康ライフコンパス株式会社 

所在地  東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル 

事業内容 
 ・ドラッグストアにおけるセルフチェックサービスの提供 
 ・その他の健康関連サービス事業者への本セルフチェック 
  サービスの提供  

サービス名  じぶんからだクラブ® 
 

設立  ２０１３年４月１日 

資本金  2億円 

出資者及び 
出資比率 

 エムエイチエルシー合同会社 80%、 

 富士通 10%、読売広告 10%   （2013年5月31日時点） 

役員 
 ・代表取締役社長： 斎藤 健一 

 ・取締役： 木曽 誠一・田山 貴郎 

 ・監査役： 望月 真 （非常勤） 

健康ライフコンパス株式会社 概要 
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ドラッグストア 

生活者 

医療機関 

⑥ 詳細検査の受診勧奨 
  定期健康診断の受診 

① 店頭セルフチェック 
  （店頭で自己採血） 

⑤ 結果レポートを 
  薬局店頭で手渡し ③ 検査血液分析 

健康ライフコンパス 

WEBで会員登録 

④ 結果送信 

三菱化学メディエンス 

身近なドラッグストアでのセルフチェック と健康関連情報の
提供で自らの健康管理をサポートします 

じぶんからだクラブ®の概要 

食事・運動など
に関する情報 

検査データ 

自分自身で健康管理 
できる会員サイト 

② 検体回収 

結果の蓄積 

これまでの結果の一覧、
健康関連情報 
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サービスを受けられるドラッグストア 
（2014年2月3日現在） 
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ドラッグストア 都道府県 店舗数 
ツルハドラッグ 北海道、青森県、岩手県、宮

城県、山形県、福島県、神奈
川県 

７3 

サンキュードラッグ 福岡県 ５ 
ココカラファイン 神奈川県 ２ 
スギ薬局 三重県、愛知県 ４ 
合計 １道９県 84 



年代 女性検体数 男性検体数 合計 

20代 50 37 87 

30代 96 77 173 

40代 73 54 127 

50代 69 35 104 

60代 22 17 39 

70代 10 3 13 

80代 1 2 3 

総計 321 225 546 

検査結果解析 -年齢分布- 

7 

人
数
（
人
） 

年代（歳） 



検査結果解析 

基
準
外
値
発
生
率
（%
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-各検査項目で基準値外を示した割合- 

男性 

女性 

基準外値範囲；総コレステロール 220mg/dl以上、LDL 140mg/dl以上 
           HDL 40mg/dl未満、TG 150mg/dl以上 
          HbA1c 6.3%以上 
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解析結果まとめ 

• 我々の提供している簡易検査が、未病の方（症状は
ないが、検査値に異常がある方）の早期発見に大き
く貢献できる可能性が確認された 
 

• 受診勧奨した方が実際どの程度医療機関を受診し
たかの調査を現在実施中 
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自己採血手順 

• 同意書/検査依頼書の記入 
• 自己採血 
• 遠心分離機を使って血漿分離、検体化 
• 仮ユーザーID、仮パスワード取得 
• じぶんからだクラブ会員登録 
• ドラッグストアで結果受領、その後web上でも閲覧
可 
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自己採血は、手軽で簡単！    

◆ 指先から、数滴採血 

◆ 10～15分で、終了 
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検査結果レポート （店頭での手渡し） 



検査項目解説書 
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じぶんからだクラブ®サイト内表示例 



グレーゾーン解消制度への申請概要 

１） 民間事業者が場所を提供し、そこで利用者が自身の指先 
   から採血する作業の実施 （医師法第17条） 
２） 民間事業者が場所を提供し、利用者自身が自己採血で採 
   取した血液を血漿分離のため遠心分離する作業の実施 
   （医師法第17条、臨床検査技師法第２条及び第20条） 
３） 民間事業者が自己採血による検査結果を利用者本人に渡 
   す時に検査結果の事実通知、検査結果の一般的な基準 
   値の通知とそこから外れた値を示した利用者への一般的 
   なアドバイスあるいは注意喚起の実施、及び医療機関へ 
   の受診勧奨の実施（医師法第17条） 
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「下記行為が法的に問題ないか」の確認 
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