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「おうちでドック」について

2020年吉日

ハルメク・ベンチャーズ株式会社
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「おうちでドック」開発の背景

がん検診は２人に１人が受けていない
- ２年以上前に受けた：１３．８％

- 受けたことが無い：３３．４％

 「受診をしたいけどハードルがあり受診できていない：」方が約半数
- １位：受ける時間が無い：３０．６％

- ２位：健康に自信がある：２９．２％

- ３位：いざとなれば病院にいけばよい：２３．７％

- ４位：経済的な理由：１５．９％

2人に1人のがん検診未受診者のうち、「忙しい」未受診者を「簡単に」「安価に」受診させるのが狙い

平成２８年 内閣府調査「がん対策に関する世論調査」
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「おうちでドック」の利用者イメージ

1. 健保に加入しておらず、受診のきっかけや補助が得られていない層

2. 健保には入っているが、時間などのハードルで受診していない方

人間ドックの受診機会がない、または受診ハードルが高い方

専業主婦

 夫の企業健保でカバーされ
ているけれど、子育てが忙し
過ぎて人間ドックを受ける暇
がない・・・

フリーランス

 自分の稼動が収入なので絶
対病気になれない。でも、人
間ドックを受けるお金の余裕
も時間の余裕もない

登録型派遣社員

 会社が福利厚生で用意して
いるけど、お金が欲しいので
稼動を減らしたくない

自営業者

 人間ドックを受けなければい
けないのは分かるけれど、
現場に入っていないと心配。
半日でも店を空けたくない

シニア

 かつては企業健保で受けて
いたが、最近は自治体健診
のみ。人間ドックを受けたい
が年金暮らしには無理

訪日客

 日本の医療には興味がある
が、ビジネスや観光目的で
来日しているので、人間ドッ
クに費やす時間がない
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「おうちでドック」：コンセプトと特長

日本初「がんと生活習慣病を血液と尿で一体型で検査するサービス」として販売

特長
① リスクをチェックする疾病は人間ドック
並み
 がん、糖尿病、動脈硬化、腎疾患など

② 人間ドックと同様の検査方法を郵送
対応化したので、検査精度は同等。
検査は人間ドックの検査機関が受託

③ 人間ドックの検査結果の理解促進を
サポート
 希望者全員に医師による電話での結果

説明を実施（産休・育休中の女医の社会
復帰支援プログラムを兼ねる）

 健康相談チャットも無料付帯

④ 万が一がんが見つかった場合は、セ
カンドオピニオン相談が無料で付く

⑤ 名医の紹介サービスも無料付帯
※当社検査は民間事業者が行う検査サービスであり、医療行為ではございません。
その為、法定検診の受診カウントには直接寄与しませんのでご了承ください。
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他郵送検査との違い

弊社 他社検体検査 遺伝子検査

検査頻度 毎年 毎年 一生に一回

検査するリスク
がんと生活習慣病の
現状のリスクを一体型の
サービスとして提供

がん、生活習慣病の現状
のリスクを別々の検査で

（結果も別々）
将来のリスク

検査物
血液、尿（真空採尿菅）を

一体で
血液、便など
バラバラの検査

唾液、口腔内粘膜

医師の結果説明、健康相談 実施（電話・チャット） × ×

名医紹介（病院紹介サービス） 実施 × ×

がんセカンドオピニオン 実施 × ×

アフターフォローの充実、対応の柔軟性
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アフターフォロー (1/2)

新規付帯サービスは購入から約6か月、「全国」で「自分とその家族」「検査以外の疾病」に無料対応



7

アフターフォロー (2/2)

検査後も、疑問や不安を専門家に相談できるサービスが充実
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看護師の健康相談チャットの例

検査結果の質問は勿論、ご自分やご家族のちょっとした体調の心配もご相談いただける

クリンタル看護師からの回答

もし発熱もでてきた、喉の痛みが一日中つづく、などございましたら、一度内科を受
診されたほうがよいかと思いますので、その際にはまたご相談頂くか、または、そ
のまま直接クリニックを受診されてもよいと思います。

喉が痛いです。熱はないのですが。特に朝起きた時に痛いです。Q

クリンタル看護師からの回答

朝起きたときに咽頭痛が強く、特に発熱を認められていない場合には、
いわゆるウイルスや細菌の感染以外の原因が考えられます。

例えば、前日に歌や講演などで喉を酷使された、お酒を深く飲んだ、
あとは、寝ている間にのどが乾燥した、などが原因としてあげられます。

A

40代
男性

A

クリンタル看護師からの回答

ですので、もし思い当たる節がございましたら、その原因を取り除いて頂き様子を
みてみてください。睡眠中の乾燥に対しては、やはり加湿を心がけて頂くのが一番
で、あとは朝起きた後早い段階でうがいをして頂くのもよいと思います。

A
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医師紹介サービスの例

論文数、専門性、予約の取りやすさなどの基準で最適な医師を丁寧にお勧めしてもらえる

70代 男性 クリンタルからの回答（イメージ）

病状
• 2010年5月に、椎間板
ヘルニヤと診断され
投薬治療継続中

•急性前立腺肥大で2010
年9月に入院。
現在も治療継続中

•ここ1年位は夜中に

腰の鈍痛で目が覚める
日が続いている

医師選定における希望

•椎間板ヘルニヤの手術
実績のある所を希望

•男性医師希望
•全国どこでも

紹介にあたっての前提 (←希望条件の認識合わせを行う)
•椎間板ヘルニアの手術実績のある病院をお探しと承りました。整形外科領域の
中でも脊椎の治療を専門として長年治療をおこなっており、全国でも有数の
手術実績を誇る医師を…

オススメのポイント (←医師選定の具体的な根拠を示し納得して受診してもらう)
• D病院は椎間板ヘルニアの手術において全国でも有数の症例数を誇る医療機関
です

•椎間板ヘルニア等の脊椎の手術では一定の高度な技術を有する資格として
日本整形外科学会認定脊椎内視鏡下手術・技術認定医がございます
こちらは東京都でも24名のみで…

• E先生は整形外科疾患のなかでも脊椎をご専門とされています…

受診方法 (←効率良い受診のために、必要な手順をまとめて提示)
•予約の取り方
E医師は完全予約制となっておりますので事前の電話予約（03-XXXX-XXXX）
が必要です。お電話でのご予約が難しい場合には…

•診療時間
E医師の診療時間は、月曜日午後13:00~16:30、火曜日午後13:00~16:30、…

備考 (←受診に必要な一般知識の説明)
• 尚、今回は最寄駅からの距離が「全国どこでも」をご指定頂いておりました
ので、全国でも有数の手術実績を誇る医師をご紹介させて頂きましたが、
F県下ではG医療センターの整形外科・脊椎外科がトップレベルの手術実績がござい
ますので、…
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提携検査会社の（株）リージャーが保有する
微量血液で病院検査と同等の検査精度を得
られる特許技術（※1）を使って、がんの腫瘍マー
カー検査と、生化学検査14項目を実施

※1)名称：希釈生体試料成分の分析方法 特許番号：特許第6139012号 登録：2017,05,12

名称：生体試料調製方法、生体試料定量方法及び生体試料保存容器 特許番号：特許第3698696号 登録：2005,07,15

名称：生体試料分離器具及びその分離方法 特許番号：特許第3597827号 登録：2004,09,17

名称：血液分離器具及び血液分離方法 特許番号：特許第3421655号 登録：2003,04,18

【米国・欧州での登録】

米国：US6936473B2 登録：2005,08,30欧州：1221614号 登録：2006,01,18名称：生化学分析方法及びその装置並びに生化学分析用
カートリッジ 特許番号：3445791号 登録：2003,06,27

組合せ管理医療機器として厚生労働省より
承認（※2）

※2）管理医療機器承認番号 22600BZX00362000

検査方法_血液検査

特許技術で、腫瘍マーカー検査、生化学検査を微量血液で同精度に検査できる
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おうちでドックで用いられている「微量採血検査キット」及び、検査センターについての情報です

 実証実験論文

- 臨床検査で最も権威のある機関誌「臨床病理」での論文にて全血（一般検査）と微量採
血検査との相関について「許容誤差限界内」としている。また、郵送検査における郵送安
定性について、生化学検査（生活習慣病検査）は「6日間安定」、腫瘍マーカーについて
「１０日間安定」という結論を出している ※出典「在宅診療革命」臨床検査（2015）より

 国際機関による承認

- CDC(Centers for Disease Control and Prevention、米国疾病対策予防センター）は、
米国保健社会福祉省（Department of Health and Human Services）の下部機関で、米
国及び海外において、健康増進を主導的に行う連邦機関であり、健康に関する様々な決
定の根拠となる、信頼できる情報の提供を行っており、疾病予防と健康増進を目的とした
各種活動の開発と実施において、中心的な存在である

- 認証書は試薬メーカーや検査室にとっての精度保証の証であり、この認証書を有効に保
有しているメーカーの試薬あるいは検査室で測定された検査は、信頼性の高いものと受
け止めることが出来る。おうちでドックで活用している微量採血キット「DEMECAL デバイ
ス」で得られる測定値は、即時血漿分離技術と超微量血液による分析メソッドを用いた検
査として、世界で初めて国際標準であることの評価を受けたものである

 精度管理についての取り組み

- おうちでドックの検査センターは、外部機関による精度管理チェックを毎年実施名称：日
臨技臨床検査精度管理調査実施：日本臨床衛生検査技師会頻度：1 回/年 ※結果とし
て毎年最高評価を得ている

精度情報

CDC証明書
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郵送で数日間にわたって尿の状態
を一定に保つ為に、真空採尿管で
検査を実施

尿と血液を採取することによって、
生活習慣病を複合的にリスク評価
が出来る

現状デメカル採血キットと尿検査
セット実施はおうちでドックのみ

検査方法_尿検査

真空状態にすることで、尿糖、尿タンパクの状態を維持

専用の尿カップ

真空採尿管
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キットの概要と価格について

系列 商品名 検査方法

チェックするがんリスク
チェックする

生活習慣病リスク

付帯サービス（無料）
定価
（税抜・
円）

大
腸
が
ん

（早
期
）

食
道
が
ん

（早
期
）

乳
が
ん

（早
期
）

子
宮
が
ん

（早
期
）

前
立
腺

が
ん

胃
が
ん

肥満、高血圧、栄養障害、脂質代謝異常、動
脈硬化、糖尿病、腎機能障害、痛風・尿路結

石、肝機能障害

がん、生活習慣病
総合型

おうちでドック
女性用

・血液検査（腫瘍マーカ
―（p53抗体、CA15-3）、
生化学検査）
・尿検査

● ● ● ● ●

・医師の結果解説（電話）15分
×1回
・がんセカンドオピニオン相談
・健康相談チャット
（5メッセージ/月
×約6か月）
・名医紹介（病院紹介）
※チャットと名医紹介はオンラ
イン

19,800

おうちでドック
男性用

・血液検査（腫瘍マーカ
―（p53抗体、PSA）、生
化学検査）
・尿検査

● ● ● ● 19,800

がん
特化型

おうちでドック
がん 女性用

・血液検査（腫瘍マーカ
―（p53抗体、CA15-3）） ● ● ● ● 15,000

おうちでドック
がん 男性用

・血液検査（腫瘍マーカ
―（p53抗体、PSA）） ● ● ● 15,000

おうちでドック
胃がんリスクチェッ
ク

・血液検査（胃がんリス
クABC検査）

●
（※）

10,000

生活習慣病
特化型

おうちでドック
生活習慣病
（血液検査
＋尿検査）

・血液検査（生化学検
査）
・尿検査

●
（尿糖、尿蛋白検査をプラス）

・医師の結果解説（電話）15分
×1回
・健康相談チャット
（5メッセージ/月
×約6か月）
・名医紹介（病院紹介）
※チャットと名医紹介はオンラ
イン

8,500

おうちでドック
生活習慣病
（血液検査のみ）

・血液検査（生化学検
査）

● 7,500

※胃がんの有無のリスクチェックではなく、胃がんのリスク因子であるピロリ菌と胃粘膜萎縮を
調べる検査
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提携先一例

©2019 Halmek ventures,Inc. all rights reserved
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メディア掲載情報（1/2）

商品発売以降、日経、ＷＢＳ、他メディアに取り上げられました

2017年11月1日 日本経済新聞にて掲載

2017年11月1日 ワールドビジネスサテライト（テレビ東京）にてニュースに

2017年11月21日 日経モーニン

グプラス（ＢＳジャパン）に当社代
表の松尾が出演

2017年11月23日 報道ライブ
InsideOUT（BS11）で「定年後に最
適な検診サービス」として紹介
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メディア掲載情報（2/2）

複数のＴＶメディアをはじめ、新聞、雑誌、ウェブ等で取り上げられました

2018年5月20日 TBS「がっちりマンデー」
内で「新しい健康チェックビジネス」としてＴＯＰでご紹介
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【社 名】 ハルメク・ベンチャーズ株式会社

【本店所在地】 東京都千代田区神田神保町3-4-29

【沿 革】 2012年9月 いきいき株式会社内に事業開発室が発足

2014年12月 50+ベンチャーズ㈱としてスピンオフ

2016年4月 ハルメク・ベンチャーズ㈱に社名変更

【事 業内容】 ヘルスケア商品・サービスの提供

【資 本 金】 5百万円（ハルメクの100%子会社）

【社 名】 株式会社ハルメクホールディングス

【本店所在地】 東京都新宿区神楽坂4-1-1

【沿 革】 1989年5月 ユーリーグ株式会社 設立

2012年9月 ノーリツ鋼機株式会社（東証一部上場）のグループ会社に

2016年4月 株式会社ハルメクに社名変更

2018年4月 ハルメクホールディングとしてHD体制に移行

【事 業内容】 シニア女性向けプラットフォームビジネス（出版ならびに通販事業）、

シニア向けマーケティング等

【資 本 金】 10百万円

会社概要

【社 名】 株式会社ノーリツ鋼機（東証一部上場）

【本店所在地】 〒106-0045 東京都港区麻布十番１−１０−１０

【事 業内容】 業務用写真プリンタ事業（当時世界シェア7割）を

１６年２月、投資ファンドに譲渡。

医療やシニア軸にグループ会社を編成

【資 本 金】 70億2035万2千円

【主たるグループ会社】株式会社ハルメクホールディングス（株式会社ハルメク、株式会社全
国通販など６社）、テイボー株式会社、株式会社JMDC、NKメディコ、株式会社フィード、株
式会社ジーンテクノサイエンス、等18社


