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早期がん検査とウェアラブルを連動させた次世代の健康増進型保険シ
ステム基盤の共同開発に、日中ヘルスケアベンチャーが合意 

 
～ノーベル医学賞選定機関の最先端技術「リキッドバイオプシー」検査の結果と 
生活習慣データにより保険料が変動する新型保険とエビデンス商材を集積した 

マーケットプレイス基盤の開発に向けて～ 

 ヘルスケアコンサルティング・ファームの株式会社メディシンク（本社：東京都港区、代表取締役社
長：八村大輔）は、自社開発のウェアラブル健康管理システムと血液のみによる画期的な早期がん検査シ
ステム「TK-1」とを連動させた、次世代型の「健康増進型保険」サービス基盤の開発をはじめとした革新
的なプロジェクトを日中で共同展開していくことについて、中国バイオベンチャーSSTK biotech社（以下、
SSTK、本社：中国深圳市、CEO：周阝示（コザト偏に「示」）と合意したことをお知らせします。 
 
 今、日本の11倍以上の人口を抱える中国でも、生活習慣病にともない急増する、がん、糖尿病、認知症
が大きな社会問題となっており、予防の最先端知見が世界中から集っています。もはや対症療法やアメリ
カ型医療だけに依存せず、「病気を治す医療」から「病気にならないための予防医療や健康増進」へのシ
フトが世界潮流だとする発表が相次いだ中国最大級の健康会議「World Health Conference 2018」（中
国・杭州市）。SSTK社の名誉研究所長Sven氏が推進委員にもなっているこのWHCのSSTK社サテライト会
場にて、「正確なバイオデータに基づいて人々の健康増進をバックアップし幸福な健康生活を提供する」
という両社のフィロソフィーが共鳴し、協業を推進することとなりました。 
 
両社が構築するマーケットプレイス上では、ウェアラブルによる健康行動の記録とともに、「エビデンス
のある健康商品のショッピング機能」、ヘルスリテラシーを向上させる「eラーニング機能」、そして「健
康増進型保険選択機能」など、健康的な消費行動も逐一記録され、そのスコアに応じたポイント付与がな
される仕組みを、中間所得層以上だけで3億人とも言われる特定層に向けてサービス提供していく予定です。 
 
＜主な提携概要＞ 
１） 双方の主力商品を相手国にて相互展開 
２） 次世代型「健康増進型保険」基盤システムなど、革新的予防ビジネスの共同開発 
３） 日中を軸とする健康関連事業ネットワークを双方がハブとなり構築 
 
来年以降の実現に向けて順次プロジェクトを具体化していきます。 
 
 
＜株式会社メディシンク＞ 
 2006年の創業時より、継続的な健康管理のためにはエンターテインメント性が重要との考えのもと「メ
ディテインメント®」コンセプト「明るく楽しく自発的かつ継続的に健康増進していく社会」を掲げ、健
康行動履歴によるポイント付与や保険の割引制度の実現を早くから提唱。「柏の葉スマートシティ」（千
葉県柏市）における総務省による国家プロジェクト「ICT街づくり推進事業」に２年連続採択（平成
24−25年）されると同時に健康管理コンセプト「Body Monitaring Japan」の推進を発表。その後、世界
的にウェアラブルの普及が始まり健康事業開発支援が本格化。2018年、国立研究開発法人がローンチカス
タマーとなる高精度な研究者向け睡眠活動量計「SAT-1」を開発。「健康“生き活き”羅針盤リサーチコンプ
レックス」に採用されるなど、高精度な睡眠と活動量のデータ収集基盤を研究機関に提供し始めています。 
 
 
 ＜SSTK Biotech（Sino-Swed Tongkang Biotech Limited）＞ 
 ノーベル賞生理学・医学賞の選定をしている世界屈指の研究機関スウェーデンのカロリンスカ研究所が
1980年代から長年研究してきた細胞増殖のバイオマーカー「TK-1」が、生活習慣病やがんの早期発見マー
カーになることを発見し、カロリンスカ研究所と共同で2002年に中国深圳市に設立されました。2006年
に化学発光式のTK-1検査キットを開発。大規模臨床試験を実施し、2005-2011年にかけて、 中国に住む
35,365人の血中TK-1を測定した結果、TK-1数値が高いとがん発症リスクが、3～5倍になることを発見し、
発表。2013年には、中国厚生省から医療検査マーカーに指定され、スウェーデン、カナダなど300以上の
研究機関で研究されています。 

報道機関各位 
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 超高齢化が世界に先駆けて進む日本。十分な医療環境が整いきらない中国。「病気にならない」 

「介護を要しない」ことは、一人ひとりが人生を謳歌するための基盤であるばかりか、労働人口の維
持・向上と消費力の維持・向上にもつながり、結果として社会の縮小を最小化し、経済の維持・向上
に資するものと考えられます。 
 

 今年、日本で相次いで発売されはじめた健康増進（応援）型保険（健康行動履歴で割引するタイプ
の保険商品）は、こうした健康づくりの取り組みを後押しするインセンティブとして機能することが
期待されています。 
 ウェアラブルの普及や健康増進型保険の登場を20年以上前から予測してきたメディシンクが構想す

る次世代の健康増進社会では、単なる健康増進保険の普及だけではなく、基礎教育に健康教育が取り
入れられるなど、国民一人ひとりの健康リテラシーの向上が図られることを基盤に、個別の健康増進
に役立つ商品・サービスの認知から利用促進につながるプラットフォーム＝マーケットプレイスが構
築され、医科学的エビデンスがあり「健康価値」が明確な商品・サービスの普及と利用を促す人と場
が同時に増えることで、最上だと思われている現代社会の健康や予防、病気や医療の概念そのものに
パラダイムシフトを起こし、メディテインメント®なライフスタイルがこれからの健康観として浸透
されていく契機となることを目指します。 
 
 メディシンクは、自社の持つスマートヘルスのノウハウと、SSTKのTK-1検査法を統合することで、 
次世代の健康管理システム構築のコンセプトを中国のWHCで発表し、SSTK社と日中共同で開発を進め
ていくことで合意しました。 
 
 
 
◆今後の次世代「健康増進型保険」開発の流れ 
 
2018年度 ：開発体制を整備 
 
2019～2021年 ：臨床データ取得とその解析を通じたシステム開発、および保険会社をはじめ健康増 
        進に役立つエビデンスのある商品・サービス提供事業者を日中両国中心に募集 
        サービスサイトは2019年中に先行オープン。 
 
2022年      ：保険商品の発売と提携商品・サービスの提供開始 
 
 
＊より具体的な計画につきましては、開発体制の整備ののち、改めて発表する予定です。 

《本件に関するお問い合わせ》 
株式会社メディシンク 中国プロジェクト  tel：03-6459-3960 mail：hello@medithink.co.jp  （担当：濱田、橋本） 

http://medithink.co.jp/ 



日中共同プロジェクト始動！  2018.11.6 

“正確な”データに基づく予防策の提供で合致。 

複数のプロジェクト推進で合意しました。 

× 

PROJECT１ SSTK社 「TK1」 日本市場参入へ 
 

◆細胞異常増殖マーカーとして、1000を超える医療機関での導入実績 

 

◆1980年代からスウェーデン・カロリンスカ研究所で研究・開発されたメカニズム 

 

◆医薬品医療機器法の承認取得と、日本における臨床実績づくり 

PROJECT２ メディシンク社ウェアラブル拡大へ 
 

◆機能・デザインをリファインした研究者向け睡眠活動量計「SAT-1」を、深センで量産 

 

◆SAT-1を利用した生体データの大量取得→AI化で「健康増進型保険」を開発 

 

◆保険を含む、健康増進型商品・サービスの「マーケットプレイス」づくり 

PROJECT３ 日中 「健康ビジネス」 Exchange 
 

◆中国→日本  中国・健康ビジネス関連企業の、日本進出を促進支援 

 

◆日本→中国  特区制度を橋頭保にした日本商材の中国全土への進出拡大を検討 

 

◆Exchangeを推進するための、セミナー相互開催や視察ツアーの催行など 

中国・杭州市「世界健康大会」会場にて 
SSTK・CEOの周氏とメディシンク・八村 



参考資料 （１） 健康増進型保険について 

健康づくりをバックアップするエビデンス商材などのマーケットプレイスを提供し、それ
らの実践や指定した健康努力の成果に応じて保険料が割り引かれる （割り増される） “イ
ンセンティブ”提供が基本形。 

健康づくりに役立つ 

商品やサービスの 

優待利用 

健康増進行動 

生活習慣の改善 

健康状態の 

チェック 

  健康状
態や 

  行動内
容の告知 

インセンティブの提供 
（提携企業など） 

保険料の割引 

（割増） 

保険加入者の 

健康リスク低
減 
▼ 

保険金負担の 
リスク低減 

▼ 

リスク低減分
を 

保険料で還元 

健康づくりを後押しして、“いざ”というリスクを減らす 「保険」  

《健康増進型保険》 

加入者 

保険会社 

健康関連 

ビジネス事業者 

健康増進型 

保険 

保険会社の保険金支払リスクが 

低減するばかりか、公的健康保険
からの医療費等の負担抑制にも希
望が持てる。 

エビデンス（裏付け）ある商品のマーケッ
トと個々の状態に見合った商品・サービス
のレコメンドを計測データを基に提供。 

健康状態を読み解いて、 

一人ひとりに最適な健康づ
くりをガイドする人的サー
ビスも求められる。 

Win 

Win Win 

「健康増進型保険」 の社会的意義 



参考資料 （２） 株式会社メディシンクについて 

超高齢社会の課題解決に不可欠になる健康・医療・介護の事業推進を「 メディテイン
メント®」コンセプトでプロデュースする“健康価値・創造企業体”です。 
 

一般企業にとって難しいヘルスケア市場の参入支援を始め、商品開発からマーケティング、デザイ
ン、そしてプロモーションに至るまで、弊社ビジョンに賛同する医師や専門家とチーム編成し、 
お客様の事業価値を 最大化する総合サービス( プロデュースワーク) を提供しています。 



参考資料 （３） SSTK社について 

 

SSTK（Sino-Swed Tongkang Biotech 

Limited：周CEO・中国深セン市）は、2002

年に設立された中国で最も進化した医療価
値とコンセプトを持つ革新的なバイオテク
ノロジー企業です。 

 

SSTKは、重大疾病に対する評価技術とそ
のソリューションの研究開発に特化してい
ます。これは、世界的に有力な研究機関と
密接に連携し、高度な科学成果を実用的な
産業運営に変えていく事業を行っています。 

 

SSTKによって、世界初の細胞周期理論が
確立され、増殖速度の中心マーカーとして
のチミジンキナーゼ1（TK1）による定量的
評価、腫瘍早期リスク予測、腫瘍予後評価、
動的追跡の正確な治療から再発・転移リス
ク評価に至るまで、様々な評価系を確立し
ようとしています。 

10年の研究開発によって、特許取得をはじ

めTK1での複数の検出方法の発明によって

細胞増殖の適用基準を開発し、臨床応用が

初めて承認されています。また、多数の専

門家のコンセンサスを得て、臨床ガイドラ

インに組み込まれたことも、当社製品が中

国都市の高度医療および健康管理機関の

90％をカバーし、いくつかの海外市場への

参入も果たし始めた礎となっています。 

 

またSSTKは、ノーベル賞審査庁であるス

ウェーデンのカロリンスカ研究所

（www.ki.se）と共に、「中国 - スウェーデ

ン分子生物学研究所」を設立しています。 

 

 スウェーデンの専門家と中国の医師ととも

に国際的に有名な生物医学および腫瘍生物

学研究チームとのパートナーシップの継続

が強みとなっており、継続的で反復的なア

ップデートを繰り返し行うことで、医学的

変革の主要技術をリードしていると自負し

ています。 

 

SSTKは、独自技術に基づいた免疫診断試

薬や医療機器の製造システムを常に進化さ

せ、国際品質認証のISO13485と中国医療

機器品質管理認証を取得しています。 

 

またSSTKのマネジメント層は、体外診断

用医薬品（IVD）分野で豊富な経験を持ち、

急速に発展する会社をプロフェッショナル

として導いています。 
 
 
◆Further Information 

http://www.sstkbiotech.com/?lang=en 



参考資料 （４） 世界健康大会について 

◆開催概要 

◆開催趣旨 

会場：杭州国際博覧中心 2017年開催時の主要講演者 （左から） 

Margaret Chan,former General-Secretary of WHO,  
Zhu Chen, Vice-Chairman of National People’s Congress, and  
Jack Ma, Special Advisor of the UN and President of GAZE. 

 「健康」は人間発展の永遠のテーマです。健康とヘルスケアに焦点を当てることは、

世界的な合意事項にもなっています。健康、持続可能な発展、貧困の排除、統合され

た身体と心の発達は、社会全体の発展に強く影響しています。 

 一方で、健康の定義は時とともに変化しています。保健医療は包括的で統合された

インタラクティブ・システムであり、その複雑さのために困難さも伴います。そして、

革新的な技術は健康に多大な影響を及ぼし、世界化の本質を予測不能かつ複雑な形で

変えています。 

 私たちは、医薬品の革新的発展、医療機関における国際機関や政府の長期的なコミ

ットメント、企業の内部健全ニーズ、そしてよりよい生活のための社会からの要請に

よって「世界保健会議」（WHC）を2017年より開始しました。 WHCは人間医学の健

全な発展と企業の健康的な発展の組み合わせを提唱しています。これは、世界の大き

な健康に豊かな意味をもたらすでしょう。 

日 程：2018年10月18日〜22日、会場：中国杭州国際博覧センター（2016年開催G20会場） 

参加者：WHCのThink-Tankの2000人、保健分野の専門家、政府代表者、起業家と投資家 

 

1.会 議：Think-Tank会議。政府の会議。メディカル・アソシエーション・ミーティング 

2.展示会、ワークショップ、1対1のミーティング 

3.「Future Medical」をテーマにしたオープニングセレモニーとプレナリーセッション 

 イノベーションと持続可能な人間の健康の発展 "Evening：GalaDinner 

 

10月20日：フォーラムA：「未来の医療、スマートな薬、精密な医学、医療団体の役割」 

      中国医師会、インペリアルカレッジロンドン、SMIDF 

      フォーラムB：「バイオ医薬品、健康産業、持続可能な発展」 

      浙江企業家総連盟（GAZE）と中国医薬品協会 

      フォーラムC：「総合保健システムと病院開発」 

      中国保健医療協会、国立病院研究所、SMIDF 

      フォーラムD：「中国伝統医学：将来の投薬における機会と課題」 

      浙江伝統医科大学、上海伝統医科大学 

 

10月21日：杭州市、医療機関、およびGAZE会員への訪問 


