
２００９年６月２０日

ＤＮＡプライベートバンクによるテーラーメイド医療の実現ＤＮＡプライベートバンクによるテーラーメイド医療の実現

～ＤＮＡ検査に基づく予防医療・健康管理支援のすすめ～～ＤＮＡ検査に基づく予防医療・健康管理支援のすすめ～

株式会社メディビックグループ
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第一部第一部 会社紹介会社紹介

株式会社メディビックグループ
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１ 会社概要 メディビックグル プとは１．会社概要 メディビックグループとは

当社グループは、ＤＮＡ解析を基盤技術とした“テーラーメイド創薬”の実現を目指して２０００年に設
立されたバイオベンチャー企業であり、 ２００３年には東証マザーズに上場をしております。

商号 株式会社メディビックグループ

会社概要会社概要

設立 ２０００年２月１７日

本社 〒１０５－０００３ 東京都港区西新橋２－１１－６ ニュー西新橋ビル５F

代表取締役 橋本 康弘 （易 周）

資本金 ２０億５，８３９万円 （２００８年１２月末現在）

発行済株式数 １７６，２４２株（２００８年１２月末現在）

公開市場 東証マザーズ （証券コード２３６９）公開市場 東証マザ ズ （証券コ ド２３６９）

主な事業内容 バイオマーカー創薬支援事業、 テーラーメイド健康管理支援事業、 創薬事業

Ⓒ MediBIC Group 2009 All Rights Reserved
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２ 企業理念 メディビックグル プが目指すもの２．企業理念 メディビックグループが目指すもの

当社グループは、個人の体質に合わせた“テーラーメイド創薬”だけではなく、予防医療や健康管理
においても“体質に合わせた医療および健康生活”の実現を目指しております。

企業理念企業理念

個人に適した個人に適した個人に適した個人に適した個人に適した個人に適した個人に適した個人に適した

テーラーメイド医療のテーラーメイド医療のテーラーメイド医療のテーラーメイド医療の

実現を目指す実現を目指す実現を目指す実現を目指す
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３ グループ構成 各グル プ企業とその事業３．グループ構成 各グループ企業とその事業

当社グループは、グループ企業５社を含むホールディングスカンパニーでございます。基盤技術である
ＰＧｘ技術を実施する（株）メディビックを中心に複数の事業を展開しております。

創薬事業創薬事業
テーラーメイドテーラーメイド バイオマーカーバイオマーカー

投資・投資育成事業投資・投資育成事業

ＭｅｄｉＢＩＣグループＭｅｄｉＢＩＣグループ

創薬事業創薬事業
健康管理支援事業健康管理支援事業 創薬支援事業創薬支援事業

投資・投資育成事業投資・投資育成事業

医薬品、診断薬等
の研究開発

治験ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
業務

基盤技術領域（ＰＧｘ）ＤＮＡプライベートバンク

解析技術支援、システム開発

投資・投資育成

（株）メディビック（株）メディビック（株）メディビック（株）メディビック （株）サイトクオリティー（株）サイトクオリティー（株）サイトクオリティー（株）サイトクオリティー（株）メディビックファーマ（株）メディビックファーマ（株）メディビックファーマ（株）メディビックファーマ （株）（株）Asia Private Equity CapitalAsia Private Equity Capital（株）（株）Asia Private Equity CapitalAsia Private Equity Capital

関西ラボ

株式会社メディビックグループ株式会社メディビックグループ株式会社メディビックグループ株式会社メディビックグループ

MediBIC Life Science Inc.MediBIC Life Science Inc.MediBIC Life Science Inc.MediBIC Life Science Inc.

海外情報の収集海外情報の収集

※連結対象外
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４ 事業内容 ＰＧｘ技術をコアとした事業展開４．事業内容 ＰＧｘ技術をコアとした事業展開

当社グループは、基盤技術領域であるＰＧｘ（ファーマコゲノミクス）を中心に事業展開を行っており、
その範囲は、技術領域・事業領域の双方で広がっています。

技術領域技術領域

ＭｅｄｉＢＩＣ事業構成ＭｅｄｉＢＩＣ事業構成

投資 投資育成投資 投資育成

治験ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ治験ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

ﾊﾞｲｵﾏ ｶ 探索技術ﾊﾞｲｵﾏ ｶ 探索技術

投資・投資育成投資・投資育成

研究用試薬研究用試薬

ﾟ ﾞ ﾞﾟ ﾞ ﾞ

システム開発システム開発

バンキングバンキング

ﾊｲｵﾏｰｶｰ探索技術ﾊｲｵﾏｰｶｰ探索技術

医薬品の開発医薬品の開発

ＤＮＡﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｸＤＮＡﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｸ
バンキングバンキング

データ解析データ解析

基盤技術領域（ＰＧｘ）基盤技術領域（ＰＧｘ）

事業領域事業領域
バイオマーカー創薬支援事業バイオマーカー創薬支援事業 創薬事業創薬事業 投資・育成事業投資・育成事業

テーラーメイドテーラーメイド
健康管理支援事業健康管理支援事業

臨床開発支援臨床開発支援

基盤技術領域（ Ｇ ）基盤技術領域（ Ｇ ）
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バイオマ カ 創薬支援事業バイオマ カ 創薬支援事業 創薬事業創薬事業 投資・育成事業投資・育成事業健康管理支援事業健康管理支援事業



５ バイオマーカー創薬支援事業 ＰＧｘ事業とその広がり５．バイオマーカー創薬支援事業 ＰＧｘ事業とその広がり

ＰＧｘ技術を用いて、製薬企業の医薬品の開発をさまざまな面でサポートする、トータルソリューショ
ンサービスの提供を基盤事業として展開しております。

ＰＧｘ関連事業の展開ＰＧｘ関連事業の展開

トータルソリューションサービスへの展開トータルソリューションサービスへの展開トータルソリューションサービスへの展開トータルソリューションサービスへの展開基盤整備期基盤整備期基盤整備期基盤整備期

く Ｇ 試験 行う際 計 立案 らデ タ解析ま ト タ ポ トす ビ先進技術であるＰＧｘ試験を実施するための基盤づく
りを先進医療振興財団と協力して構築

ＰＧｘ試験を行う際の計画立案からデータ解析まで、トータルでサポートするサービスへの
進化、および関連する領域への展開

科学的ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ
の蓄積

ＰＧｘ試験（コア）ＰＧｘ試験（コア）ＰＧｘ試験（コア）ＰＧｘ試験（コア）ＰＧｘ技術ＰＧｘ技術ＰＧｘ技術ＰＧｘ技術 国内外の
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ整備の蓄積

【コンサルティング】
開発戦略・臨床試験の

計画・実施

【コンサルティング】
開発戦略・臨床試験の

計画・実施

【バンキング】
臨床検体の保管
【バンキング】
臨床検体の保管

【ウェット解析】
遺伝子タイプ解析
【ウェット解析】
遺伝子タイプ解析

■ＰＧｘ：Ｐｈａｒｍａｃｏｇｅｎｏｍｉｃｓ（ゲノム薬理学）

ｶｲﾄ ﾗｲﾝ整備

人ひとりの遺伝子（ＤＮＡ）のタイプ
システム・解析システム・解析システム・解析システム・解析

【データ解析】
遺伝子情報・研究データ

の解析

【データ解析】
遺伝子情報・研究データ

の解析

【システム開発】
研究開発用の基盤システム

の開発

【システム開発】
研究開発用の基盤システム

の開発

一人ひとりの遺伝子（ＤＮＡ）のタイプ

薬剤の効果・副作用の現れ方

相関

技術支援技術支援技術支援技術支援

【ﾊﾞｲｵマーカー探索技術】【ﾊﾞｲｵマーカー探索技術】 【研究用試薬】【研究用試薬】

薬剤の効果 副作用の現れ方
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【 技 】
遺伝子合成

ﾒﾀﾎﾞﾛｰﾑ・ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析

【 技 】
遺伝子合成

ﾒﾀﾎﾞﾛｰﾑ・ﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析

【 究 】
ＲＮＡ増幅キットの販売
【 究 】

ＲＮＡ増幅キットの販売



６ 創薬事業 抗ガン剤Ｇｌ ｆ ｆ ｍｉｄ の開発６．創薬事業 抗ガン剤Ｇｌｕｆｏｓｆａｍｉｄｅの開発

抗ガン剤グルフォスファミドのアジアにおける販売権を米国Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ社より取得し、国内臨床開
発のフェーズⅠを終了し、フェーズⅡ以降の開発に向けてライセンス戦略を進めております。

創薬事業創薬事業

ライセンス戦略ライセンス戦略ライセンス戦略ライセンス戦略

ズ域

フェーズフェーズⅠⅠの実施の実施フェーズフェーズⅠⅠの実施の実施グルフォスファミドの権利取得グルフォスファミドの権利取得グルフォスファミドの権利取得グルフォスファミドの権利取得

Cl Cl

ライセンス契約による共同開発ライセンス契約による共同開発
アルキル化剤アルキル化剤
代謝活性物代謝活性物

フェーズⅡ以降の開発は、製薬企業との
共同開発をしていく方針

安全性・薬物動態ともに良好。坑腫瘍効
果では、期待できる結果を得る

米国Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ社よりアジア地域の開発
および販売権を取得、臨床開発を開始

Ｇ ＤＡＴＡＤＡＴＡ

P
NHNH

OOH
O

OH
OH

OH

O

試験結果試験結果試験結果試験結果ＧｌＧｌuuｆｏｓｆａｍｉｄｅｆｏｓｆａｍｉｄｅＧｌＧｌuuｆｏｓｆａｍｉｄｅｆｏｓｆａｍｉｄｅ ライセンスライセンスライセンスライセンス

ライセンス契約による共同開発ライセンス契約による共同開発代謝活性物代謝活性物

グルコースグルコース

Ｇ ＤＡＴＡＤＡＴＡ……

【製薬企業との交渉】

約１０社の製薬企業とライセンス交渉を展開

現在、その内数社の企業と継続交渉中

【グルフォスファミドとは】

アルキル化系剤 “イホスファミド の活性代謝物 と
グルコースとがグリコシド結合した抗癌剤

グルコースの結合によるガン細胞への取り込みを
促進する特徴を持つ

【Ｐｈａｓｅ１】

安全性（最大耐性、臨床推奨用量）

薬物動態（ＰＫ）

それぞれ海外の試験と同等の結果

試験結果試験結果試験結果試験結果ＧｌＧｌuuｆｏｓｆａｍｉｄｅｆｏｓｆａｍｉｄｅＧｌＧｌuuｆｏｓｆａｍｉｄｅｆｏｓｆａｍｉｄｅ ライセンスライセンスライセンスライセンス

促進する特徴を持つ

これまで有効な治療薬が存在しなかったすい臓ガ
ンなどへの効果が期待される

【坑腫瘍効果】

１３症例中 奏効例 １例（胆のう癌）

安定例 ７例（大腸ガンほか）

他剤で無効例の胆のうガン患者では、顕著な効
果 転移リンパ節の焼失を確認
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果。転移リンパ節の焼失を確認。

他剤で無効例の大腸ガンや胸腺腫において一定
期間癌の安定を確認。



７ テーラーメイド健康管理支援事業 ＤＮＡプライベ トバンク７．テーラーメイド健康管理支援事業 ＤＮＡプライベートバンク

ＰＧｘ事業で蓄積された技術やノウハウを活用して、科学的エビデンスに基づいた個人向けのヘルス
ケアサービスとしてDNAプライベートバンクサービスを展開しております。

ＤＮＡプライベートバンクＤＮＡプライベートバンク

社会的ニーズ社会的ニーズ社会的ニーズ社会的ニーズ 科学的エビデンス科学的エビデンス科学的エビデンス科学的エビデンス

個人の健康志向は高まってきており、予防医療・ヘルスケア
市場は年々拡大を続けている。

ＤＮＡのタイプと病気との関係性が徐々に明らかになってき
ており、個人へ提供可能な情報レベルとなりつつある。

環境要素 健康を管理すること

への関心の高まり

健康を管理すること

への関心の高まり

ヘルスケアや予防医療に

対する需要の増大

ヘルスケアや予防医療に

対する需要の増大

ＤＮＡ検査の

技術・手法の進歩

ＤＮＡ検査の

技術・手法の進歩

ＤＮＡのタイプと

病気との関係性の解明

ＤＮＡのタイプと

病気との関係性の解明

一人ひとりに適した健康管理

ＭｅｄｉＢＩＣ

ＤＮＡＤＮＡ

プライベートプライベート

バンクバンク ＤＮＡ検査をキーとしたサービス一人ひとりに適した健康管理 バンクバンク ＤＮＡ検査をキーとしたサービス
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第２部 「ＤＮＡプライベートバンク」サービスのご紹介へ・・・第２部 「ＤＮＡプライベートバンク」サービスのご紹介へ・・・



第二部第二部 「ＤＮＡプライベートバンク」サービスのご紹介「ＤＮＡプライベートバンク」サービスのご紹介

株式会社メディビック
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１ ＤＮＡプライベートバンク サ ビス概要１．ＤＮＡプライベートバンク サービス概要

ＤＮＡプライベートバンクでは、毎年７項目ずつ追加されるＤＮＡ検査を中心とした“検査”と、カウン
セリングやさまざまな健康支援を行う“ソリューション”のサービスを提供します。

１年目１年目 ２年目２年目 ３年目３年目

※DPB：DNAプライベートバンク

ＤＰＢサービス概要ＤＰＢサービス概要

１年目１年目 ２年目２年目

遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目）

３年目３年目

科学的根拠に基づく

遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目） 遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）

オプション検査オプション検査オプション検査オプション検査
検査領域 科学的根拠に基づく

リスク管理情報

オプション検査オプション検査オプション検査オプション検査

一般検査一般検査一般検査一般検査

ＤＮＡ保管により一度の採血で継続的に情報はアップデートされ充実化

人間ド ク人間ド ク人間ド ク人間ド ク

ソリューション
テーラーメイドな健康管理

システムを構築

診断・カウンセリング診断・カウンセリング診断・カウンセリング診断・カウンセリング

人間ドック人間ドック人間ドック人間ドック

食事レシピ食事レシピ食事レシピ食事レシピ

動プ グ動プ グ動プ グ動プ グ

健康支援パック健康支援パック健康支援パック健康支援パック
ソリ シ ン

領域 運動プログラム運動プログラム運動プログラム運動プログラム

オリジナル配合サプリメントオリジナル配合サプリメントオリジナル配合サプリメントオリジナル配合サプリメント

遺伝子情報を背景に充実したソリューションメニューを提供

電話相談電話相談電話相談電話相談

診断レポート
栄養指導・運動指導

継続的な支援体制
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遺伝子情報を背景に充実したソリ ションメ を提供



２ ＤＮＡ検査とは？ 般の検査との違い２．ＤＮＡ検査とは？ 一般の検査との違い

ＤＮＡ検査とは、一人ひとりが持つ遺伝子のタイプを調べ、病気のかかりやすさや薬の効き方といっ
た体質を知ることができる検査です。将来のリスクを知り、適確な予防をすることができます。

ＤＮＡ検査とはＤＮＡ検査とは

将来将来将来将来数年後数年後数年後数年後現在現在現在現在

ＤＮＡ検査

体質を知ることにより、将来の
リスクを知ることができます。

遺伝子は変わらないので病気
にかか ていなくても把握する

病気にかかる前、自覚症状が
出る前から、予防に対する意
識を高めることができます。

つまり、病気にかかる可能性そ
のものを軽減することができる
のです。

将 来 の リ ス ク を 知 り、 予 防 に 役 立 て る。

にかかっていなくても把握する
ことができます。

将来将来将来将来数年後数年後数年後数年後現在現在現在現在

従来の一般的な検査では 検 検査技術は進化しているものの 病気の現在の状態を知るには適

一般の検査

従来の一般的な検査では、検
査したその時の状態を知ること
ができるものです。

異常がない時は、予防に対し
て意識ははたらきにくいもので
す。

検査技術は進化しているものの、
病気のごく最初の段階を検出す
ることはまだまだ難しい場合もあ
ります。

病気の現在の状態を知るには適
しています。

つまり、治療のためには一般検
査は役立つのです。
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そ の 時 の 状 態 を 知 る。



２ ＤＮＡ検査とは？ その活用とメリット２．ＤＮＡ検査とは？ その活用とメリット

ＤＮＡ検査では、まずご自身の体質を把握することが重要です。その上個人の体質に合わせた生活
習慣の改善や、生活環境を整備することにより、将来のリスクをコントロールすることが可能です。

ＤＮＡ検査のメリットＤＮＡ検査のメリット

Ｈｉｇｈ Ｒｉｓｋ大腸ガン

Ｌｏｗ Ｒｉｓｋｱﾙﾂﾊｲﾏｰ

薬の副作用 Ｌｏｗ Ｒｉｓｋ

・・・ ・・・ＤＮＡ Ｔｅｓｔｉｎｇ
“知る”ことで生活改善を継続できる

１．自分の体質を把握する。１．自分の体質を把握する。１．自分の体質を把握する。１．自分の体質を把握する。

体質によってかかりやすい病気とそうでないものがあり、
もしも病気にかかっても症状に違いがみられます。こ
の体質を決めているのが遺伝子情報です

食習慣食習慣 運動習慣運動習慣 生活サイクル生活サイクル

大腸ガン検査大腸ガン検査

従来の生活

ターゲットを絞った検査の受診
の体質を決めているのが遺伝子情報です。

ＤＮＡ検査で自分の持つ遺伝子的なリスクを正しく把
握するが対策の第一歩になるのです。

２．生活習慣を改善する。２．生活習慣を改善する。２．生活習慣を改善する。２．生活習慣を改善する。

遺伝的リスクを回避して病気を予防するには、日々の
食習慣、運動習慣を改善することが特に重要です。

しかし なかなか続けられない方が多いのが実情です

大腸ガン検査大腸ガン検査

その他の検査その他の検査

ライフプランニング発想へ

しかし、なかなか続けられない方が多いのが実情です。
ＤＮＡ検査で体質を知ることにより、適格な対処ができ
るだけでなく、目的意識も明確になり継続的に改善を
実行することができるのです。

３．生活設計を変える。３．生活設計を変える。３．生活設計を変える。３．生活設計を変える。

生活習慣を改善すると共に、将来のリスクに備えて、
さまざまな対処をすることも重要になります。

ピンポイントで検査の頻度を高くしたり リスクに合わ
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ピンポイントで検査の頻度を高くしたり、リスクに合わ
せて生活設計を変えることでより安心な生活をおくるこ
とができます。



３ サービスの特徴① ＤＮＡの保管 管理（ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｻ ﾋﾞｽ）３．サービスの特徴① ＤＮＡの保管・管理（ﾊﾝｷﾝｸｻｰﾋｽ）

バンキングサービスとは、採血した検体から抽出したＤＮＡを高度なセキュリティのもと、匿名化して
保管するサービスです。一度採血すれば、最新のＤＮＡ検査をいつでも受けることができます。

バンキングサービスバンキングサービス

１．採血（初回来院時）１．採血（初回来院時）１．採血（初回来院時）１．採血（初回来院時） ２．ＤＮＡ検査２．ＤＮＡ検査２．ＤＮＡ検査２．ＤＮＡ検査

初回来院時に採取する血液からＤＮＡを抽出します 抽出したＤＮＡを用 てＤＮＡ検査を行 ます しかし ２年目以降 検査 およびオプシ ン プ

１年目 ２年目

初回来院時に採取する血液からＤＮＡを抽出します。
会員の方から採血するのはこの一回のみです。

抽出したＤＮＡを用いてＤＮＡ検査を行います。しかし、２年目以降の検査、およびオプション、アップ
グレード検査の際には再び採血することはありません。

血液 ＤＮＡ

ＤＮＡ Ｔｅｓｔｉｎｇ

遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目）遺伝子検査（基本７項目） 遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）遺伝子検査（追加７項目）

オプション検査オプション検査オプション検査オプション検査

必要に応じて保管されている

ＤＮＡ検査

３．バンキングシステム３．バンキングシステム３．バンキングシステム３．バンキングシステム

高度なセキュリティのもと、匿名化処理を行ったＤＮＡ
検体とデータは一元管理システムで管理されます。

必要に応じて保管されている
ＤＮＡを使用
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バンキング



３ サービスの特徴② 科学的エビデンスに基づいた検査３．サービスの特徴② 科学的エビデンスに基づいた検査

最新の遺伝子に関する研究成果に合わせて、ＤＮＡ検査のメニューは毎年追加されます。情報が
蓄積し、より詳細に体質を知ることで、一人ひとりに適した健康管理が可能となります。

検査項目の推移検査項目の推移

１年目１年目 ２年目２年目 ３年目３年目

大腸ガン大腸ガン

前立腺前立腺oror乳ガン乳ガン

糖尿病糖尿病

血栓症血栓症

１．１．

２．２．

３．３．

４．４．

大腸ガン大腸ガン

前立腺前立腺oror乳ガン乳ガン

糖尿病糖尿病

血栓症血栓症

１．１．

２．２．

３．３．

４．４．

大腸ガン大腸ガン

前立腺前立腺oror乳ガン乳ガン

糖尿病糖尿病

血栓症血栓症

１．１．

２．２．

３．３．

４．４．
１年目の検査項目

情
報
が
蓄
積
す
る
こ

黄斑変性症黄斑変性症

アルツハイマーアルツハイマー

薬の副作用薬の副作用

５．５．

６．６．

７．７．

黄斑変性症黄斑変性症

アルツハイマーアルツハイマー

薬の副作用薬の副作用

５．５．

６．６．

７．７．

黄斑変性症黄斑変性症

アルツハイマーアルツハイマー

薬の副作用薬の副作用

５．５．

６．６．

７．７．

心筋梗塞心筋梗塞１１ 心筋梗塞心筋梗塞１１

１年目の検査項目 こ
と
で
、
よ
り
詳
細
に
自

7項目

心筋梗塞心筋梗塞

リウマチ（予）リウマチ（予）

脳卒中脳卒中

骨密度骨密度

１．１．

２．２．

３．３．

４．４．

５５

心筋梗塞心筋梗塞

リウマチ（予）リウマチ（予）

脳卒中脳卒中

骨密度骨密度

１．１．

２．２．

３．３．

４．４．

５５

２年目の検査項目

①科学的指標①科学的指標

②人種的指標②人種的指標

自
分
の
体
質
を
把
握

確かなエビデンスが得られていること

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

５．５．

６．６．

７．７．

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

５．５．

６．６．

７．７．

・・・・・・１．１．

③マーケットニーズ③マーケットニーズ

当社独自の視点で最新の研究
知見から項目を追加

握
で
き
る
。

関心が高く、将来リスクへの備えが
重要な領域を中心とすること

14項目

日本人（アジア人）でエビデンスが
得られていること
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・・・・・・

・・・・・・

２．２．

３．３．

知見から項目を追加。
重要な領域を中心とすること

21項目



３ サービスの特徴③ スペシャリストによるカウンセリング３．サービスの特徴③ スペシャリストによるカウンセリング

ＤＮＡプライベートバンクでは、スペシャリストであるドクターと、会員の方の身近な存在となるコン
シェルジュによる、専門的で一人ひとりに合わせたカウンセリングやアドバイスを提供します。

カウンセリングサポートカウンセリングサポート

ドクターによるカウンセリングドクターによるカウンセリング コンシェルジュによるアドバイスコンシェルジュによるアドバイスドクタ によるカウンセリングドクタ によるカウンセリング

ＤＮＡ検査と 検査結果に応じた

コンシェルジュによるアドバイスコンシェルジュによるアドバイス

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｏｃｔｏｒ Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ

ＤＮＡ検査と
遺伝学に精通した
ＤＮＡプライベートバンクの
スペシャリストが対応します。

検査結果に応じた
健康管理のアドバイスは勿論
サービスに関するさまざまな疑問に
お応えする身近な存在です。

Ｍｅｄｉｃａｌ Ｄｏｃｔｏｒ Ｃ ｇ

ヒアリングヒアリング

初回の来院時に、サービスの流れを説明するとともに現
在の健康状態についてヒアリングを行います。

スペシャリティスペシャリティ

医療サービスは、ＤＮＡ検査造詣の深いドクターを有する
提携クリニックで提供されます。

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

電話相談電話相談

ドクターカウンセリング後に、健康維持管理のための面談
を行います。

在の健康状態についてヒアリングを行います。

総合的な診断総合的な診断

カウンセリングカウンセリング

提携クリニックで提供されます。

ＤＮＡ検査の結果に加え、ヒアリングや一般検査の内容な
どとの総合的な診断・指導もお伝えします。
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入会後は、電話による健康相談にもお答えします。必要
に応じてドクターの回答もご用意します。

診断内容の報告を含め、ＤＮＡ検査の位置づけや生活改
善などのカウンセリングを行います。



３ サービスの特徴④ テ ラ メイドな健康支援３．サービスの特徴④ テーラーメイドな健康支援

ドクターの指導に基づいて、栄養や運動など“将来のリスクに対して今何をするべきか”という視点
で、個々の体質に合わせたテーラーメイドな健康管理のアドバイスを提供します。

総合診断レポート総合診断レポート

１．栄養指導１．栄養指導１．栄養指導１．栄養指導 ２．運動指導２．運動指導２．運動指導２．運動指導検査・診断結果検査・診断結果検査・診断結果検査・診断結果

メタボリックシンドロームをはじめ、食習慣を改善するこ
とで予防できる病気は少なくありません。一人ひとりの
健康状況に応じた栄養指導を行います。

検査結果はもとより、これまで経験してきたスポーツや
現在の行動パターンなどからライフスタイルに合わせた
行動変容のアドバイスを行います。

検査結果やドクターの診断・指導内容など
をまとめた総合診断レポートをお届けします。

ＤＮＡ検査結果ＤＮＡ検査結果

■管理栄養士によるアドバイス ■トレーナーによるアドバイス

ＤＮＡ検査結果ＤＮＡ検査結果

総合診断・指導総合診断・指導
（ドクター）（ドクター）

コンシェルジュコンシェルジュ

生活習慣の改善生活習慣の改善生活習慣の改善生活習慣の改善

トレーニング方法トレーニング方法トレーニング方法トレーニング方法

おすすめのスポーツおすすめのスポーツおすすめのスポーツおすすめのスポーツ

必要な栄養素必要な栄養素必要な栄養素必要な栄養素

食事メニュー食事メニュー食事メニュー食事メニュー

食習慣指導食習慣指導食習慣指導食習慣指導

３．継続的な支援体制３．継続的な支援体制３．継続的な支援体制３．継続的な支援体制

会員専用の電話相談窓口を設置して お問い合わせへの回答 定期的なコミュニケーションを行います

コンシェルジュコンシェルジュ
アドバイスアドバイス

おすすめのスポーツおすすめのスポーツおすすめのスポーツおすすめのスポーツ食習慣指導食習慣指導食習慣指導食習慣指導

会員専用の電話相談窓口を設置して、お問い合わせへの回答、定期的なコミュニケ ションを行います。

電話相談電話相談

定期ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ定期ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

お知らせお知らせ

サービスや検査結果に関するお問い合わせに回答

定期的にコンシェルジュが健康状態や生活習慣についてチェック

次回検査の内容やクリニックの予約に関するお知らせ
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お知らせお知らせ 次回検査の内容やクリニックの予約に関するお知らせ



３ サービスの特徴⑤ 多彩なオプションサ ビス３．サービスの特徴⑤ 多彩なオプションサービス

より深く、積極的にＤＮＡプライベートバンクを活用していただくために、さまざまなオプションサービス
を、自由に選択できる形でご用意しています。

オプションサービスオプションサービス

コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト オプションサービスオプションサービスオプションサービスオプションサービス

人間ドック人間ドック人間ドック人間ドック 必要性に合わせたメニューで受診できる人間ドックをご
紹介いたします。

DNA検査と健康診断を組合わせる事で よりご本人

検査の結果や健康状態だけでなく、一人ひ
とりの生活パターンや志向により自由に選
択してサービスを受けられます。

気になる項目の検査をしたい

栄養プログラム栄養プログラム栄養プログラム栄養プログラム

DNA検査と健康診断を組合わせる事で、よりご本人
のリスクに則した健康管理が可能となります。

より詳細で具体的な一人ひとりの日常に合わせた栄
養指導や、実践する為のサポートをいたします。

外食が多く食事メニューはいらない

本格的に運動で生活改善したい

サプリ摂取の適量がわからない

体にいい料理を作りたい

運動プログラム運動プログラム運動プログラム運動プログラム

また管理栄養士による料理教室なども実施予定です。

個人トレーナによる直接指導、メールで実施状況の相
談をするなど、複数のメニューが用意されております。

・・・

オリジナルサプリメントオリジナルサプリメントオリジナルサプリメントオリジナルサプリメント 気になる疾患や、体質、現在の体調などの情報を基に、
個人に合わせたオリジナルにレシピを組み上げます。

ご自身では実践し難いトレーニングを一人ひとりの嗜
好性に合わせててサポートいたします。
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お申込みいただきますと毎月、最適なサプリメントをお
届けいたします。

※サービスの内容は都合により変更になる場合がございます。



４ サービスの流れ 入会から検査 その後のソリュ ション提供４．サービスの流れ 入会から検査、その後のソリューション提供

ＤＮＡプライベートバンクのサービスの流れは以下のとおりです。

サービスの流れサービスの流れ

③③来院（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ日）来院（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ日）②②来院（採血日）来院（採血日）①①申込み申込み

約２週間
会員登録会員登録会員登録会員登録

クリニック予約クリニック予約クリニック予約クリニック予約

問診問診問診問診

採血採血採血採血

検査結果報告検査結果報告検査結果報告検査結果報告

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽｺﾝｼｪﾙｼﾞｭｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

お申込みいただき会員登録を行います。 コンシェルジュが今後の流れをご説明すると
共に現在の健康状態についてお伺いします。

ＤＮＡ検査・血液検査の結果報告と今後の健
康維持へのアドバイスを行います。

約１か月

採血を行う来院日を予約していただきます。 採血を行う来院日を予約していただきます。 医師の診断を基にした健康維持管理のため
のサポート面談をします。

⑤⑤報告後のサービス提供報告後のサービス提供④④診断レポートの提出診断レポートの提出 ⑥⑥オプションサービスの提供オプションサービスの提供

診断レポート診断レポート診断レポート診断レポート 電話アドバイス電話アドバイス電話アドバイス電話アドバイス 人間ドック人間ドック人間ドック人間ドック

医師によるカウンセリング、コンシェルジュの
アドバイスの内容をまとめたレポートをお渡し

お電話による健康相談、アドバイスを行いま
す

検査、診断の結果に応じたメニュー構成の人
間ドックをご案内させていただきます。

約１週間

（定期）

適宜

栄養・運動指導栄養・運動指導栄養・運動指導栄養・運動指導 オプションのご案内オプションのご案内オプションのご案内オプションのご案内 各種フォローアップ各種フォローアップ各種フォローアップ各種フォローアップ

アドバイスの内容をまとめたレポ トをお渡し
いたします。

管理栄養士や運動トレーナーによる基礎的な
指導、サプリメントのご案内をいたします。

す。

一人ひとりに合わせた多彩なオプションメ
ニューのご案内をいたします。

間ドックをご案内させていただきます。

ご要望に応じて個々の会員に合わせた健康
維持プランをご案内させていただきます。
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２年目へ



５ サービスネットワーク ネットワ クが実現する世界５．サービスネットワーク ネットワークが実現する世界

当社グループのネットワーク力により、エビデンスに基づく検査結果の提供、および一人ひとりに合
わせたソリューションサービスを提供できる体制を整えております。

ＭＧのネットワークＭＧのネットワーク

提携クリニック

関西ラボ

MediBIC
Life Science
（米国）

技術領域技術領域

信頼性の高い医療施設信頼性の高い医療施設

クリニック

人間ドック施設

技術領域のリサーチ技術領域のリサーチ
新たな解析技術の開発新たな解析技術の開発

富裕層向け
ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽドクター

研究者
スポーツジム

栄養士
トレーナー

より充実したより充実した
ソリューションの提供ソリューションの提供

法律家
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６ お問い合わせ先６．お問い合わせ先

ＤＮＡプライベートバンクに関しましては、ＤＮＡプライベートバンク事務局までお問い合わせ下さい。

ＤＰＢ事務局ＤＰＢ事務局

株式会社メディビック ＤＮＡプライベートバンク事務局

DNApb@medibic.com
TEL: 03-6744-2554 （代表）

本資料に記載されている、当社または当社グループに関連する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、事業の認識、評価などといった、将来に関する記述は、当社が現在入手している情報
に基づく、本資料の日付時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎません。また、見通し・予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された
事実以外に、見通し・予想を行うために不可欠となる一定の前提（仮定）については、その性質上、客観的に正確であるという保証も将来その通りに実現するという保証もありません。

当資料取扱い注意点
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事実以外に、見通し 予想を行うために不可欠となる 定の前提（仮定）に ては、その性質上、客観的に正確であると う保証も将来その通りに実現すると う保証もありません。

また、新たな情報、将来の事象、その他の結果に係わらず、常に当社が将来の見通しを見直すとは限りません。これらの記述ないし事実または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり将来実現し
ないという可能性の原因となりうるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。


