
健康を願う世界の人々のために、 
ベストインクラスのプレシジョンとデジタルソリューションで 
医療の発展を支え、豊かな社会づくりに貢献します。



わたしたちは、たゆみない努力で 
健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し 

豊かな社会づくりに貢献します
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PHCグループは、健康を願うすべての人々に新たな価値を創造し、豊かな社会づくりに貢献すること
をミッションに掲げ、診断、医療機器、ヘルスケアIT、ライフサイエンス分野で高品質の製品とサービス
を提供し、医療の様々なステージで医療従事者や研究者の皆さまを支える存在として、成長を遂げて
まいりました。

今日、地域・収入による医療の質や医療アクセスの格差、医療費の増加などが各地で社会課題となっ
ています。グローバルヘルスケア企業として、125か国以上で事業を展開する私たちは、多くのお客さ
まから信頼を得るブランドを事業の基盤とし、サービスの発展に向け日々取り組んでいます。診断・ラ
イフサイエンスの分野では精緻な臨床・病理検査を実現し、様々な研究・医療支援機器を通じて、再
生医療や細胞医薬、抗体医薬など次世代治療の開発を支援しています。糖尿病の分野では、患者さ
まの健康管理の負担を軽減できるよう、高機能のモニタリング技術をお届けしております。また、ヘル
スケアITソリューションから臨床検査サービスに至る製品・サービスでは、日本における医療の質向
上と医療体制づくりの強化に役立っています。

当社グループの追求する品質と革新性が、人々の健康と社会課題の解決に大きく貢献できるのは、ま
さにこれからであると確信しています。私たちは、グローバルに展開する事業間でシナジーを醸成し、
患者さんへの医療アウトカムを最大化しつつ、個々の治療に合わせた医療コストの最適化をもたらす
ことで、「豊かな社会づくりに貢献する」というミッションの実現に向けて前進してまいります。

宮﨑 正次
代表取締役社長CEO
PHCホールディングス株式会社

“

“
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PHCグループのDNA

PHCグループは、プレシジョンとデジタル技術によ
り、人々のより良い健康を支えます。お客さまの信頼
を得る数々のブランドを基盤とし、革新性と精緻な
技術力を強みとします。糖尿病マネジメント、ヘルス
ケアソリューション、診断・ライフサイエンスにおいて
ベストインクラスのソリューションを提供し、豊かな
社会づくりに貢献しています。

これまで培ってきた起業家精神を発揮し、オープンマ
インドで粘り強く、たゆまぬ努力を重ね、お客さまの
ニーズにお応えします。また、コンプライアンスを徹底
し、誠実に事業活動を遂行することに努め、日々品
質向上に取り組んでいます。そのためには、相互に連
携しお互いを尊重しあえる環境を築き、そこに透明
性が担保されていることが重要であると考えていま
す。

PHCグループは、革新的な製品やサービスをいかに
生み出すかを、常に探求しています。今後もイノベー
ションを通じて新たな価値を創造し、ヘルスケアの
未来を切り拓いていきます。

沿革04 / 2 4

パナソニック ヘルスケア 
株式会社に社名変更

2010

三洋電機株式会社の 
ヘルスケア事業部門を
パナソニック ヘルスケア 
株式会社に統合

2012 2014

パナソニックグループより
カーブアウトし、 
パナソニック ヘルスケア
ホールディングス株式会社
として事業開始

松下寿電子工業
株式会社として 
設立

1969



Thermo Fisher Scientific, 
Inc.より病理事業を買収・ 
統合
エプレディアに社名変更

株式会社生命科学 
インスティテュートから 
株式会社LSIメディエンス
の全株式を取得

PHCホールディングス 
株式会社が東京証券取引所  
市場第一部へ上場*

*2021年10月14日に新規上場

（証券コード 6523 東証プライム）

パナソニック ヘルスケア
からPHCにコーポレート
ブランドを変更

2016 2018 2019 2019 2021

Bayer AGより糖尿病 
ケア事業を買収・統合
アセンシア ダイアベティス
ケアに社名変更
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PHCホールディングス
株式会社傘下にウィー
メックス株式会社*が事
業開始

*PHC株式会社メディコム事

業部とPHCメディコム株式会

社を統合

2023



PHCグループの
グローバルネットワーク

PHCグループは、世界各地に拠点を置き、125カ国以
上で事業を展開しています。ステークホルダーの 
皆さまの声にしっかりと耳を傾け、医療従事者や
研究者、患者の皆さまに新たな価値をお届けでき
るよう努めています。

グローバルネットワーク06 / 2 4

PHCグループ拠点

主なグループ企業:

PHCホールディングス株式会社
〒105-8433 東京都港区西新橋2丁目38番5号

PHC株式会社
〒105-8433 東京都港区西新橋2丁目38番5号

アセンシア ダイアベティスケアホールディングス
Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel,
Switzerland

エプレディアホールディングス
20 Post Road, Portsmouth NH, 03801 USA 

株式会社LSIメディエンス
〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号
シーバンス S 館８F

ウィーメックス株式会社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目25番18号 
NBF渋谷ガーデンフロント14F



南 北 アメリカ

カナダ

アジア  +  オセアニア

オーストラリア
インドネシア
シンガポール
中国

日本
台湾
香港
韓国

インド
マレーシア
フィリピン

中 東  +  アフリカ

アルジェリア

オーストリア
ハンガリー
ロシア
ベルギー
アイルランド
スペイン
デンマーク

ヨ ー ロッパ

イタリア
スウェーデン
フィンランド
オランダ
スイス
フランス
ノルウェー

イギリス
ドイツ
ポーランド
ギリシャ
ポルトガル

アメリカ合衆国

トルコ

メキシコ

ドバイ（UAE）

07 / 2 4グローバルネットワーク

* 一部の製品やサービスは、国によって提供されていない 

可能性があります



01

02

03

シナジーによる
グループの強さ

グローバルな医療課題に取り組み、イノベーション
を通じた新たな価値の創造を目指し、PHCグルー
プの各事業は個々に、そして協力し合いながら研
究から、診断、治療、予防まで幅広い分野の進展を
支えています。

08 事業領域/ 2 4



高精度な血糖値測定システム、シームレスなデータ連携、デジタル糖尿病管理ソリューションにより、糖尿病患者さまの 
QOL（生活の質）向上に貢献します。

糖尿病マネジメント

より的確ながんの診断を実現する高精度で包括的な病理ソリューションと、新しい治療法や新薬を開発するための先駆的な
ライフサイエンス研究を可能にする製品・サービスを提供し、患者さまの生活を支え、より健康な社会づくりに貢献します。

診断・ライフサイエンス

医療ITから臨床検査、診断薬・診断機器、創薬支援まで、幅広くサービス・ソリューションを提供することで、患者さまや 
医療従事者の皆さまにご利用いただけるヘルスケアサービスの充実を目指します。

ヘルスケアソリューション

09事業領域 / 2 4



血糖値測定システム

迅速かつ高精度なモニタリング

世界で普及が進む私たちの血糖値測定(BGM)システムは、その精度と操作性を
誇り、血糖値測定を通じて、患者さまの健康状態のモニタリングをサポートしま
す。私たちは、患者さまが治療プロセスに沿いながら簡便かつ快適に血糖値を測
定し、ご自身で病状管理もできるよう取り組んでいます。

糖尿病管理における先進的な技術
を通じて、患者さまのより快適な
生活をサポート

10 糖尿病マネジメント/ 2 4

アセンシア ダイアベティスケアは、糖尿病治療に取
り組む患者さまの抱える課題について、理解を深
めてきました。患者さまのニーズを追究し改善を重
ね、精度の高い測定機器や患者さまの病状にあわ
せたソリューションで日々の糖尿病管理を支えてい
ます。

糖尿病患者数の増加に伴い、患者さまの血糖値測
定に対する（心理的・肉体的）ハードルを下げ、患者
さまの生活をより快適にすることがますます重要と
なっています。私たちの測定機器は高い操作性と精
度を誇り、患者さまご自身や医療従事者の皆さまに
とって、より効率的な病状管理を可能とし、患者さま
の生活の質の向上に貢献しています。

糖尿病 
マネジメント

高精度な測定結果
自社技術により、リアルタイム測定を実現しました。

卓越した技術
優れたモノづくり技術で高品質な製品開発を実現。一貫した生産体制
も構築しました。

グローバル展開
110カ国以上で製品を販売し、糖尿病と共に生きる約1千万人の患者さ
まにご利用いただいています。
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               ascensia.com (グローバルサイト)
詳しくはホームページをご覧ください  diabetes-pro.ascensia.jp (国内サイト)

糖尿病アプリケーション*

ワイヤレス通信でデータ連携する糖尿病管理ソリューションを実現

データ駆動型機能
患者さまの健康に影響を与える血糖値変
動パターンの特定をサポートし、患者さま
に対して適切な提案や注意喚起を行いま
す。

*海外向けの製品

クラウド活用 
複 数のデバイス間でデータを同 期し、 
血 糖 測 定 デ ー タ を 安 全 に 保 存 す る
ほ か 、医 療 従 事 者 との 共 有 が 可 能 で
す。AndroidとiOS対応デバイスでダウン
ロードできます。

データ連携
ワイヤレス対応の血糖自己測定システム*
と連携し、糖尿病アプリケーションで血糖
値を読み取ります。

データ解析の向上
測定値の収集と保存、分析により血糖値
変動のトレンドを明らかにし、患者さまを
サポートします。
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1972年に日本初の医事コンピューターを発売し
て以来、私たちは医療ITや先進的なデジタルソリ
ューションを通じて医療や福祉に貢献し、皆さま
の健康を支えてきました。WEMEX（ウィーメック
ス）は、これまで培ってきた経験と知識を活かし、
さらに医療DX（デジタルトランスフォメーション）を
推進することで、全国の診療所や病院、薬局の皆
さまに最先端の医療ITソリューションを提供しま
す。 

地域医療連携におけるデジタル化の進展および
クラウドやAIを活用した医療の質の向上に伴い、
医療ITへのニーズは高まっています。医療分野の
様々な課題を解決するために、私たちは患者・医
師・薬剤師の皆さまを繋げる地域医療連携のソリ
ューションを展開し、次世代医療のプラットフォー
マーになることを目指します。

医療従事者の負担軽減と 
業務効率化により 
医療サービスの質の向上に貢献

SaaS形式・薬局経営支援ツール

調剤売上データの収集・集計・分析作業を自動
化し、経営状況をリアルタイムに確認

日々の集計業務にかかる手作業を削減し、薬剤師の
皆さまにおける対人業務の時間確保に貢献します。
薬局経営者の皆さまは、店舗ごとの売上や来局者の
基礎情報など、それぞれのニーズに合わせた分析項
目を選択することができ、薬局経営の効率化を支えま
す。また、NSIPS*に準拠しクラウドサーバーに直接ソ
フトウェアを配置しているため専用機器の導入が不
要です。

*日本薬剤師会による調剤システムを連動させるための調剤システ

ム処方IF共有仕様

特定保健指導支援システム

円滑なコミュニケーションでより効率的・効果的
な保健指導へ

生活習慣病の発症リスクが高い方（対象者）と専門
スタッフ（指導者）の双方を支援するサービスとして
2008年の制度開始と共に提供を始め、毎年約10万
人の特定保健指導に利用されています。指導者と対
象者間のコミュニケーション向上と効率的な特定保
健指導を実現します。

ヘルスケア 
ソリューション

ヘルスケアソリューション



迅速なデータ共有により医療スタッフ間の円滑
な院内コミュニケーションを促し、中小規模 
病院のチーム医療を向上

一般・療養型中小規模病院の医療に必要な機能
を備え、シンプルで操作が簡単なシステムで医療 
スタッフを支えます。院内外の協力体制を築き、法人 
グル ープ 内 の 施 設 間 連 携 の 強 化 の み ならず、 
地域包括ケアへの寄与にもつながります。

医療従事者の皆さまの業務プロセスを効率化
し、訪問診療時の患者さまとのコミュニケー 
ション強化をサポート 

必要な薬歴情報を一画面で確認でき、処方監査や
薬歴の効率的な作成を支援します。専用ソフトウェ
アを通じて、オンライン資格確認や電子処方箋と連
携します。

13ヘルスケアソリューション / 2 4詳しくはホームページをご覧ください wemex.com

開業医向けに利便性を考え抜いた直感的な 
操作性と視認性に優れた画面デザイン

ユーザーアシスト機能は、薬や病名を検索する際に、
使用頻度順や直近入力日順に表示ができるため、
検索とデータ入力を効率的に行えます。専用ソフト 
ウェアによるオンライン資格確認および電子処方箋
との連携の他に、Medicom Cloud Connect APIを
通じ、他社が提供するサービスとの連携や、クラウド
サーバーへのデータ保存を実現します。

電子カルテシステム 電子薬歴システム
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LSIメディエンスは、国内市場を中心にメディカルと
サイエンスを融合したヘルスケアサービスを提供
しています。検査分析技術を基盤とするがん診断
や遺伝子検査などの臨床検査サービス、診断薬・
診断機器の提供、創薬支援を通じて、病気の予防、
早期発見、効果的な治療の実現に努めています。
私たちはメディカルサイエンスの力によって健康で
安心な社会の創造に貢献します。
 
私たちの最大の強みは「分析力」です。蓄積された 
膨大な検査データを解析し、検査結果を提供する
だけではなく、そのデータが意味する「病状」や 

「薬効」を読み解き、医師や創薬研究者の皆さま 
に提案します。こうした取り組みを通じて、より迅速
で的確な診断や、安全で効率的な新薬開発に貢献
します。

未来のヘルスケアを 
切り拓くために、確かな分析技術
で研究者や医療機関の 
皆さまをサポート

診断薬・診断機器

的確かつ正確で信頼性の高い検査データを提供

私たちは多様な検査領域において、診断薬・診断機器
の幅 広い製 品ラインアップを取り揃え、迅 速で的 確 な
検 査 に対するお客さまからのニーズにお応えします。
心疾患マーカー等の分析に使用される移動式免疫発
光測定装置はその一つで、フルスケールの検査施設に
匹敵する高い検査精度とコンパクト設計による優れた 
利便性を実現します。私たちが誇る最高水準の精緻な技術
により開発された同製品は、フルスケールの検査システム
を必要とする心疾患や集中治療用の施設および救急病棟
でも満足してお使いいただけます。

ヘルスケア 
ソリューション



臨床検査

病気の予防や早期発見に向けた多様な検査を提供
し、医療機関をサポート

私たちの臨床検査事業は、国内で上位３位*の規模を誇り
ます。私たちが構築したラボオートメーション・システムは、 
“より正確に、より迅速に”という高度な臨床検査ニーズに
対応します。生化学、血液学、免疫学、微生物学、遺伝学を
含む多様な検査ポートフォリオを持つ臨床検査サービス 
から電子カルテに至るまで医療機関をサポートする様々な
サービスを提供しています。

*国内調査：株式会社矢野経済研究所「2020年版 臨床検査センター経営
総鑑」

15ヘルスケアソリューション / 2 4詳しくはホームページをご覧ください medience.co.jp/index.html

ドーピング検査

最新の機器と先進的な分析手法を用いてドーピング検査における検体分析を実施

私たちのアンチドーピングラボラトリーは1985年に、検査分析機関としてアジアで初めて国際オリンピック委員会（IOC）から認証されま
した。1999年の世界アンチ・ドーピング機構（WADA）設立以来、私たちは国内唯一のWADA認定機関であるWADA東京ラボラトリーとして 
グローバルなアンチ・ドーピング活動を推進し、スポーツの健全な発展に貢献しています。

創薬支援

幅広い分野にわたる最先端の分析技術とGLP/GCP基準
を満たす施設により、医薬品開発と化学品分析の 
ニーズに対応

創薬支援事業では、製薬企業、公共機関、一般企業のお客
さまに提供するサービスとして、GLP（Good Laboratory 
Practice）基準に準拠した施設での非臨床試験、および
GCP（Good Clinical  Practice）に準拠した施設での 
臨床試験を実施しています。また、新規開発された化学物質
の安全性試験や環境リスク評価も行っています。



エプレディアは、病理用機器、スライドガラス、 
染色液など包括的な病理ソリューションの提供を
通じて、検体採取から診断までのワークフローを
効率化し、より安全で迅速かつ的確ながん診断を
可能にします。高品質で豊富な製品ラインアップ
で、医療機関や研究施設で働く病理医や研究者
の皆さまのニーズに応え、患者さまがより豊かな
毎日を送れるようサポートしています。
 
がん患者数の増加に伴い、早期の診断検査の 
重要性が高まっています。世代を超えて受け継い
できた「病理医の皆さまに革新的かつ精度の高い
がん診断を実現していただくことにより、人々の
生活を豊かにする」という、私たち従業員の思いが、
開発した製品に反映されています。

経済的で迅速かつ的確な病理検査
による精度の高いがん診断を実現
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診断 • 
ライフサイエンス

検体前処理フェーズの消耗品

作業フロー改善と病理検査室が抱える品質課題を克服する 
優れた技術と高品質のソリューション

業界で重要とされる高品質・高精度・高付加価値を兼ね備えたソリューションで、
臨床検査環境の標準化を実現します。

スライドガラス

私たちのスライドガラスは、光学的に最高
レベルの透明度を実現し、より的確な 
診断を可能にします。

細胞診染色

私たちの細胞診染色は、透明度が高く、
使いやすさや費用対効果の高さにおいて
も定評があります。Cyto-Stain™（サイト 
ステイン）*は、一般的な細胞診染色で 
使 われる全ての色に対応し、あらゆる 
現場のニーズにお応えします。 

*海外向けの製品



自動包埋装置（ティッシュプロセッサー）

信頼できる診断を支援

自動包埋装置は、簡便な病理検査を可能とする高品質な組織処理を安定的に短時間で行います。
実証済みのプロトコールと有効性が立証された専用の消耗品は、病理医の使い勝手を向上させ、組
織の連続処理における一貫性を強化します。また、傾斜チャンバーと特許取得済みの流体交換技術
で、組織の品質を損うことなく迅速に処理します。
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デジタルパソロジー

病理検査の現在と未来に貢献

多くの病理検査室では病理医が減少する中、がん診断の件数は増加しているという、深刻な課題に
直面しています。そのため、病理検査用スライドガラスのデジタル化など、病理医の業務効率を高める
テクノロジーの活用が求められています。

エプレディアは、3DHISTECH™とのパートナーシップを通じて、高い解像度と処理能力で細部を撮像
するホールスライドスキャナーから、研究所や業界を問わず連携できるソフトウエアシステム、試料の
保存を可能にする自動化した組織マイクロアレイまで、数々の受賞歴を有したデジタルパソロジーソ
リューションを提供しています。

また、Aiforia™やPaige Diagnostics™とも協業しているエプレディアは、人工知能(AI)の解析技術によ
る画像取り込みなど、デジタルパソロジーの様々なソリューションを提供します。AiforiaとPaigeの革
新的な製品で、がん診断のワークフローを効率化するAIツールでお客様を支援します。
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私たちは、医療機関や大学、製薬企業に対し、 
試料の保存から細胞培養、クリーンな研究環境
の維持、再生医療の研究開発に至るまで、ライフ
サイエンス研究で必要とされる革新的な機器と 
サービスを提供しています。効率性と使いやす
さを追究した精緻なモノづくり力で設計された 
デザインや先進的な技術に基づく私たちの製品
は高い信頼性を誇り、優れた性能とエネルギー 
効率を実現します。

ヘ ルスケア 分 野 は 世 界 規 模 で 発 展 を遂 げ、
再生医療、細胞医薬、抗体医薬などの画期的な 
治療法の研究が進んでいます。私たちは、ライフサ
イエンス分野において効率的かつ効果的なソリュー
ションを提供することにより、こうした新しい治療 
モダリティの推 進に取り組んでいます。また、 
薬局での調剤業務や病院での給食業務に関わる 
ソリューションを通じて、医療の質向上に努め、 
より豊かな社会づくりに貢献しています。

革新的な技術により 
ライフサイエンス分野における 
基礎研究や治療を含む 
医療の発展を支援

適温配膳車 【デリカート】

パワーアシスト走行とシンプルなタッチパネルに
より、抜群の使いやすさを実現

やさしさと先進性を兼ね揃えたデザインの配膳車 
「デリカート」は、温かい食事と冷たい食事を同時に

運ぶことができます。基本的な操作と便利な機能の 
操作はタッチパネルから簡単に行えます。

自動錠剤包装機

調剤過誤の低減と薬剤師の皆さまの業務プロセス
を効率化

患者さまの処方箋に基づき、必要な薬剤を自動的に
カウント、払出し、一包化します。調剤過誤の低減に 
よる患者さまの安全確保はもちろんのこと、業務プロ 
セスの効率化に寄与するため、薬剤師の皆さまがより
多くの時 間を患 者さまへの服 薬 指 導 などの医 療 
サービスに充てることを可能にします。

診断 •  
ライフサイエンス
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薬用保冷庫

自然冷媒の活用により、消費電力とランニング
コストを削減

自然冷媒とインバーター制御コンプレッサーを搭載
し、大幅な省エネルギーを実現します。

CO2 インキュベーター

細胞培養の生産性を高め、除染効果により 
最適な培養環境を実現

過酸化水素（H2O2）除染モデルでは、3時間以内の
短時間除染により、効率的で生産性の高い研究を
サポートします。

－85℃超低温フリーザー【VIP ECO】

自然冷媒とインバーター制御コンプレッサーの
活用により、消費電力を抑え、環境負荷を軽減

断熱性能の向上と、庫内の中仕切りを排除した
新しいキャビネットデザインの採 用による庫 内 
収納効率の向上で、より多くの検体や試料の保存が 
可能です。

ワイヤレスモニタリングシステム

設定を選べるアラート通知機能とデータの一元管理を可能にするワイヤレスシステムにより、離れた場所からお客さまの大切な研究環境をモニタリング
クラウドサーバーを活用したワイヤレスモニタリングシステムは、機器の庫内温度やCO2濃度の変化など重要なデータをクラウド上に保存します。モバイル端末やPCから 
リアルタイムで確認できるため、研究施設でお使いの保存機器やインキュベーターなど複数かつ多岐にわたる機器の稼働状況の管理がより簡単に、かつ適切に行えます。
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私たちは協業するパートナーの皆さまと 
共に、性能の高い医療機器の提供を通じ
て糖尿病や喘息などの疾患の早期発見と 
効果的な治療を支えています。これまで培って 
きた技術力を駆使し、より良い医療の実現
に寄与する製品・サービスを届けるために、 
努力を重ねています。

卓越した技術力で 
パートナーをサポート 

パートナーシップ
血糖自己測定システム 
納入先：アークレイ株式会社

POC生化学分析装置 
※HbA1c、脂質およびCRPを測定
納入先：ロシュ・ダイアグノスティックス社

病院/診療所用血糖値測定システム 
納入先：株式会社三和化学研究所

電動式医薬品注入器
納入先：ＪＣＲファーマ株式会社

採血用穿刺器具/専用採血針
納入先：株式会社三和化学研究所

呼気一酸化窒素測定装置
納入先：サーカシア社

パートナーシップ

電動式医薬品注入器
納入先：ファイザー社
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PHCグループは糖尿病マネジメント、ヘルスケ
アソリューション、診断・ライフサイエンスの各事
業を通じて、糖尿病やがんの患者さまの増加な
ど、今日の社会が直面する深刻な医療課題の解
決に取り組んでいます。遺伝子治療や細胞治療
など新たな治療法を開発する最先端のライフサ
イエンス分野の研究を支援し、質の高い医療の
実現と患者さまの生活の質向上に寄与できるよ
う努めています。

社会への貢献

独自性と様々な企業文化を背景に、世界で事業
展開するPHCグループは、多様性を重視した組
織風土を醸成しています。コラボレーション、透
明性のあるコミュニケーション、人財開発や、従
業員がお互いを尊重しあえる職場環境づくりに
取り組んでいます。

多様性の尊重

サステナビリティへの取り組みは、PHCグループ
にとって重要な経営課題の一つです。国内外の製
造拠点でISO14001認証を取得しており、エネル
ギーの効率的な利用や環境に配慮した製品開
発を含む、様々な施策を通じて環境負荷低減に
努めるなど、地球保全活動に取り組んでいます。

環境との調和

PHCグループは、徹底したコーポレート・ガバナ
ンス体制の下、高い倫理観を持ち、誠実さ、公平
性、透明性を重んじた事業活動を行っています。
各国における法律、規制、ガイドラインを遵守
するとともに、「品質最優先の商品企画」を目指
し、設計段階から品質マネジメントの強化をし
ています。

誠実な企業活動

企業の社会的責任： 私たちから
ステークホルダーの皆さまへのお約束
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近年、クラウド技術によって、データの保存、
セキュリティ、処理、分析などのパフォーマ
ンスが飛躍的に向上したように、ヘルスケ
ア分野においても医療DXによる変革が進
んでいます。デジタル ヘルスケアソリュー
ションの浸透がこうした変革を促し、患者
さまご自身による健康管理を支援します。

製薬企業やライフサイエンス企業における医
療DXは、今後ますます加速すると考えられま
す。PHCグループは、日本で培った精緻なモノ
づくりに最新のデジタル技術を融合し、お客
さまに寄り添うベストインクラスのヘルスケ
アソリューションを提供してまいります。

PHCグループは、健康を願う世界の人々のために、 
ベストインクラスのプレシジョンとデジタルソリューションで 

医療の発展を支え、豊かな社会づくりに貢献します。
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