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「ヘルスケア・コミュニケーション・サービス」を提供する 

新会社設立に関するお知らせ 

  

メビックス株式会社(以下｢当社｣)及び Qualcomm Incorporated(以下｢Qualcomm｣)は、ヘルスケ

ア市場における「ヘルスケア・コミュニケーション・サービス」の提供を目的とした新会社を 

2 社共同出資により設立・運営することに関する基本協定書を、平成 20 年 1 月 16 日付けで締結

いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．新会社設立の背景 

（１）日本のヘルスケア市場動向 

生活習慣病の患者数は、「高血圧性疾患」約 781 万人(*1)、「糖尿病」約 247 万人(*1)、「糖尿病

が強く疑われる人」740 万人（推定）(*2)と言われており、日本人の死因の約 6 割が生活習慣病

に起因する疾患によるものとされており、関連医療費は 10 兆円にのぼると推計されております。      

また、｢メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）｣の該当者数は約 940 万(*3)人、予備群を

合わせると約 1960 万人(*3)と推定されており、調査研究の取り組みやマスコミの報道が急増す

るなか、国民の健康に対する関心は非常に高まっております。 

一方、国は医療制度の改革に着手し、平成 20 年 4 月から医療保険者において、40 歳以上の

被保険者・被扶養者に対する特定健康診査を実施し、メタボリックシンドローム該当者及び予

備群については特定保健指導の実施を義務化するなど、生活習慣病の予防や進展抑制への取り

組みが本格化されつつあります。 
(*1) 平成 17 年 厚生労働省「患者調査の概況」 
(*2) 平成 14 年 厚生労働省「糖尿病実態調査」 
(*3) 平成 16 年 厚生労働省「国民健康・栄養調査結果の概要について」 

 

 



    

（２）新会社設立の経緯 

当社は、臨床試験支援管理システム｢CapTool®(キャプツール)｣を活用した大規模臨床研究支

援サービスをコア事業として展開しております。近年、高血圧・糖尿病・メタボリックシンド

ロームなどの生活習慣病患者や予備群の方々の家庭でのバイタルサインを用いた大規模な臨床

研究が増加の傾向にあり、それらのデータ収集管理を行う仕組みの構築が益々重要となってき

ました。当社では、より効率的に家庭での健康情報（血圧・血糖・体組成・運動量等）を取得

するために、｢CapTool®｣と家庭用医療機器を無線通信で連携する仕組みの開発を行ってまいり

ました。また、当社は｢CapTool®｣と家庭用医療機器の連携強化を目的に、平成 18 年 10 月にオ

ムロンヘルスケア株式会社、平成 19 年 10 月にはジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メ

ディカルカンパニーとの業務提携を行い、ヘルスケア領域での事業を積極的に展開しています。 

Qualcomm は、高速ワイヤレス通信と携帯端末の多機能モバイルデバイスへの融合を目指した

業界トップレベルの第 3世代（３Ｇ）ソリューションを提供するグローバルカンパニーであり、

ヘルスケア領域をはじめ様々な領域でのモバイルデバイスの新市場の開拓に取り組むと共に、

将来性が見込まれる通信関連事業への投資事業を行っております。 

新会社では、当社と Qualcomm のノウハウや技術を融合させたシナジー創出により、生活習慣

病の予防及び進展抑制に必要な情報を収集・管理・提供するための専用端末・システムの開発

並びにサービスの提供を行ってまいります。現在 1,000 万人を超えるとされる生活習慣病やメ

タボリックシンドロームの患者・予備群の方々を対象とする潜在市場を掘り起こし、新たな仕

組みやサービスの提供を通じて、医療や国民の健康増進への貢献を進めてまいります。 

 

２．新会社の事業、サービスの内容及び事業領域 

（１）新会社の事業 

・ ３Ｇ携帯電話網を活用した生活習慣病の予防・進展抑制及び健康増進の為の健康管理

支援サービス事業 

・ 通信事業者との連携によるヘルスケア領域専用通信チップ・新型通信携帯端末の企

画・開発・販売事業 

・ 健康情報管理システムの企画・開発、ＡＳＰ事業 

 

（２）サービスの内容 

新会社では、各種家庭用医療機器を用いて測定した健康情報を送受信するための新型通信

携帯端末の開発及び販売を行うとともに、３Ｇ携帯電話網を用いた通信サービス並びに健康

情報を管理する機能を有するASPサービス（インターネットを利用したソフトウエア提供）を

ワンパッケージで提供します。これらによる新しい双方向コミュニケーションツールの誕生

により、現在対面で行われている医療従事者と生活習慣病やメタボリックシンドロームの患

者・予備群の方々との間のコミュニケーションが、時間や場所に制約されることなく、さら

に効率的・効果的な診療・健康増進支援が可能となります。 

 

 

（３）事業の領域  

医療保険者が実施するメタボリックシンドローム該当者・予備群を対象とした特定保健指



    

導をはじめとする予防領域と、病院や健診センターなどの医療機関における生活習慣病患者

を対象とした診療領域の2つの領域をコア事業領域とし、各種サービスの開発・提供を目指し

て参ります。 

生活改善サポート 
予防領域 

活動量管理サポート 
主にメタボリックシンドローム該当者・予備群を対象

高血圧管理サポート 主に高血圧患者・予備群を対象 
診療領域 

糖尿病管理サポート 主に糖尿病患者・予備群を対象 

      

３．新会社の概要  

（１）商号 ケルコム株式会社 

（２）本店所在地 東京都文京区 

（３）設立年月 2008 年 2 月 (予定) 

（４）主な事業の内容 ３G 携帯電話網を活用した健康管理支援サービス事業など 

（５）決算期 4 月 30 日 (予定) 

（６）資本金 117,500 千円（予定） 

（７）資本準備金 117,500 千円（予定） 

（８）発行済株式総数 4,700 株 (予定) 

（９）大株主構成及び 

所有割合 

メビックス株式会社：85.1% 

Qualcomm Incorporated：14.9% 

 

４．株主の概要 

(1) 商号 メビックス株式会社 

(2007 年 4 月 30 日現在) 

Qualcomm Incorporated 

(2007 年 9 月 30 日現在) 

(2) 代表者 大社 聡 Paul E. Jacobs (CEO) 

(3) 本店所在地 東京都文京区小石川 1－3－25 

小石川大国ビル 

米国カルフォルニア州 

サンディエゴ市  

モアハウスドライブ 5775 

(4) 設立年月 2001 年 5 月 1985 年 7 月 

(5) 主な事業内容 

・臨床試験支援システムの開発・

販売・サービスの提供 

・医療用機器の開発・販売 

・生活習慣病の予防・進展抑制支

援サービスの提供 

ワイヤレス通信及び携帯端末技術

の研究・開発・サービスの提供 

(6) 決算期 4 月 30 日 9 月 30 日(2007 年度) 

(7) 従業員数 68 名 12,800 名 

(8) 売上高 2,274,354 千円 8,871 百万米ドル 

(9) 資本金 786,826 千円 7,057 百万米ドル 

(10) 発行済株式総数 38,760 株 1,636 百万株 

(11) 純資産 2,233,046 千円 15,835 百万米ドル 

(12) 総資産 2,692,235 千円 18,495 百万米ドル 

  



    

５．新会社設立までの日程 

  平成 20 年 1 月 16 日 株主間協定書締結 

  平成 20 年 2 月上旬 会社設立 

 

６．業績に与える影響 

新会社はメビックスの連結対象子会社となる予定であり、今期の業績への影響については、

明らかになり次第速やかに開示いたします。 

  

 

 

【ご参考】新会社のビジネススキーム図 
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