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名称

住所

TEL

FAX

MAIL

運営開始

ミッション

資本金

主要な業務

認証

OUR  COMPANY

メディフォン株式会社/mediPhone, Inc.

東京都港区東新橋1-2-5 東新橋一丁目ビル3F

03-6426-5451

03-6426-5452

info@mediphone.jp

2018年6月

「医療における言語障壁を解消する」

100百万円

医療通訳事業・医療者向け研修事業・

クラウド健康管理システム事業・その

他関連事業

［プライバシーマーク登録番号］

第１０８４０６８６(０２)号
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mediphoneが開発している2つのプロダクト

3



4

相馬市新型コロナウイルスワクチン接種メ
ディカルセンター・センター長 兼 東京
財団政策研究所研究主幹。メディフォンの
前身組織である一般社団法人JIGH理事長と

して事業立ち上げから貢献。東京大学医学
部医学科卒、1999年にハーバード大学より

公衆衛生学博士号取得。専門分野はグロー
バルヘルス・疫学・統計学・医療経済・

医療政策等。東京大学医学部教授、キング
ズ・カレッジ・ロンドン教授、世界保健機
関（WHO）アドバイザー等を歴任。厚生
労働省「保健医療2035策定懇談会」「新た

な医療の在り方を踏まえた医師・看護師等
の働き方ビジョン検討会」座長を務めた。

医師、弁護士。浜松医科大学医学部教授。
日本医科大学医学部卒業後、日本医科大学
付属病院第三内科勤務。早稲田大学大学院
法務研究科入学、平成１９年早稲田大学大
学院法務研究科修了後、司法試験に合格し、
司法修習を終え、弁護士登録（第一東京弁
護士会）国立がんセンター知的財産管理官
勤務を経て、加治・木村法律事務所に勤務。
帝京大学医療情報システム研究センター客
員准教授も務める。

TEAM MEMBER
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ロコクリニック中目黒共同代表医師。
日本医科大学付属病院高度救命救急セン
ター、武蔵野赤十字病院救命センター、
東京ベイ浦安市川医療センター救急集中
治療科、練馬光が丘病院救急科に勤務を
経て、ロコクリニック中目黒共同代表医

師として勤務。資格・経歴として救急医学
会専門医、長崎大学熱研内科医局員、日本
バスケットボール協会医科学委員を務める。
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他多数、様々な規模・職種の企業・自治体様にご導入いただいています 5
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こんなお悩みありませんか？

6

健診・ストレスチェックの受検漏れ、報告漏れ

労災や重大な事故が発生した場合
安全配慮義務違反と判断される可能性も

集めた健康データを活用できていない

有所見者・高ストレス者のフォローまで手が
回らない

健診結果の集計・清算業務など管理の為の時間
しか取れていない、また健診業務以外も担当し
ているため、十分な時間が取れない

それ、medimentで解決できます！

ただ保管をしているだけで、データを活用でき
ていない為に健康リスクに気づけていない

クラウドシステムならではの多彩な機能で、あらゆる業務を効率化

空いた時間でデータ分析・活用などを行い社内環境の改善も期待できます
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medimentは従業員のあらゆる健康データを一元管

理し、産業保健業務の効率化を支援するクラウドサ

ービスです

の負担になる業務をサポートします

従業員 労務担当 産業医

健康診断 安全衛生委員会

ストレスチェック 産業医面談 過重労働
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01 健康診断業務をワンストップ化で効率化を実現

労基署の報告も自動で作成してくれます

02 健診結果をクラウドシステムで管理することで

人為的ミスによる受検や報告漏れを防ぎます

03
ワンクリックで従業員の健康情報の分析も可能、従業
員のメンタルケアなどの健康経営の促進に貢献します
見逃しがちな高リスク者の洗い出しもワンクリックで、
早期発見＆ケアが可能です
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お持ちの健康データをクラウドに全てアップデ
ート。一か所にまとめることでいつでもどこで
もすぐデータを確認できます。もちろん紙や
PDFのデータのアップロードもお任せください。
データや対象を探す作業、他の人との共有も簡
単に。

今までかかっていた時間を大幅にカットでき、
作業に対するストレスの軽減が期待できます。
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ONE STOP
SERVICE

受診勧奨

健診予約

健診結果

データ化
自動集計

・分析

就業判定

労基署

報告書

の作成

紙の健診結果のデータ化も可能
特殊健診もお任せください

医療機関への健康診断の予約
も代行可能

対象を簡単抽出して
メールで一括送信

集団分析も簡単に

産業医紹介もできます
（スポット依頼可）

自動作成機能で簡単作成

medimentがワンストップでサポートします
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従来の作業量から

結果として、102時間の業務時間の削減

＝約268,000円の費用削減が実現！

※年収504万円（2021年国税庁調査、平均給与）から時給換算2,628円

※従業員500名の場合
12

約

%
CUT



13

簡単抽出、一括メール送信機能
で作業時間の節約

• 未受検者や要精密検査の対象など
の対象を簡単抽出

• メール送信は対象者を選択し、送
信ボタンを押すだけ

特殊健診データも対応します

• 紙からのデータ化可能

13

※一部対応できない項目もございます
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有所見者の項目ごとの抽出

事前に登録したデータや健診結果データから必要事項が自動入力されるので
簡単に作成可能、効率化だけでなく人為的なミスも防げます
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日本人間ドック学会基準の統一した判定基準をもとに集団分析が可能に
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自動的に集団分析判定基準に応じて色付け
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自動でラベルの割り振り有所見者の項目ごとの抽出

必要な項目ごとにターゲットを簡単抽出、根拠を持った施策で職場改善が可能に
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シンプルなホーム画面 色で判別しやすい個人画面

労務担当・従業員が使いやすい
シンプルなデザイン

• いつでもどこでも、ブラウザ/スマ
ホから閲覧が可能

• ダッシュボード集計が簡単
• ラベルで簡単抽出

管理アカウントごとで詳細な
権限設定が可能

• “健診担当者”や“ストレスチェック
担当者”などの振り分けが可能
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メディフォン株式会社カスタマーサクセス / 健康経営アドバイザー
大手ITメーカーへ新卒入社。海外向け営業に従事。外国籍の同僚が体調を崩し入退
院のサポートをした経験から、医療現場のグローバル対応と予防医療の重要性を
感じ、メディフォンに入社。

メディフォン株式会社カスタマーサクセス / 健康経営アドバイザー
大手百貨店へ新卒入社。海外店舗・労働組合専従・本社MD本部・外商部などを経
験。海外店舗勤務の際に、同僚の手術・入院に付き添ったことから医療通訳と予
防医療の重要性を痛感。労働組合専従の際に、「健康経営」こそが何よりも企業
の根幹であると学ぶ。メディフォンの理念に共感し、カスタマーサクセスとして
入社。

導入前から導入後まで伴走する
専属の労務カスタマーサクセス担当による充実したサポート体制

メディフォン株式会社産業看護師／第一種衛生管理者
看護師として大学病院の内科混合病棟にて患者対応業務に従事した後、看護師問
診や海外赴任向けの予防接種を行っている医療機関に転職。 2021年、予防医療や
グローバルな医療提供の重要性を感じ、メディフォンに入社。

三浦那美
MIURA,NAMI

中西葉子
NAKANISHI,YOKO

藤江翔子
FUJIE,SHOKO
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シンプルなホーム画面

外国人従業員へのサポート
（最大31言語）

• ストレスチェックの多言語実施
• 産業医面談の多言語通訳

女性も安心して相談できる環境
を提供

• 女性産業医を中心とした事務所と
提携

• 女性社員でも相談しやすい環境整
備をご支援

抗体管理も一括管理

• 医療従事者向けの抗体管理、ワクチ
ンの接種歴の管理（麻疹・風疹・お
たふく等）

• 海外赴任者向けのワクチン接種管理

提携産業医事務所: フェミナス産業医事務所
代表統括産業医: 精神科医石井りな
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通信の暗号化バックアップも万全Google Cloud Platform
を採用

プライバシーマーク
取得

要配慮個人情報を守るためにセキュリティ対策に力を入れております

従業員の方にも人事部の方にも安心してご利用いただけます

※従業員の健康に関する情報は要配慮情報に該当します。（個人情報保護法第２条、個人情報保護法第４章）要配慮情報を第三者提供するには、労働者からの同意が必須となる場合がある
ため、ご利用開始時には、事前に従業員から第三者提供に関する同意をとっていただくようお願いしております。
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国際規格セキュリティ認証
ISO27001(ISMS)認証取得
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HISTORY
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一般社団法人ジェイ・アイ・ジー・エイチ(JIGH)にてメディフォン事業を創業
2014年1月

2017年4月
「外国人患者受入れ医療コーディネーター」研修プログラムを開講

2017年8月
医療機関向けスマートフォンアプリをリリース

2018年6月
JIGHよりメディフォン事業等の全てを譲受

2020年4月
日本医師会医療通訳サービスの導入開始

2021年9月
全国健康保険協会東京支部より「健康優良企業銀」の認定取得

クラウド健康管理システム「mediment（メディメント）」をリリース
2021年4月

「健康経営優良法人 2022（中小規模法人部門）」として認定
2022年3月

mediPhoneが2020年度グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞
2020年10月

医療通訳の「mediPhone（メディフォン）」ビデオ医療通訳サービスの提供を開始
2018年3月

mediPhoneが第4回日本サービス大賞において優秀賞を受賞
2022年12月
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