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2021年12⽉3⽇ 
メドピア株式会社 

⽇本経済新聞社 
 

ヘルステックのグローバルカンファレンス「Healthtech/SUM」、 
ピッチコンテストの最優秀賞は「UNTRACKED株式会社」︕ 

 
メドピア株式会社（東京都中央区、代表取締役社⻑ CEO︓⽯⾒ 陽、以下メドピア）と⽇本経済新聞社（東京都千代

⽥区、代表取締役社⻑︓⻑⾕部 剛）は、ヘルステックのグローバルカンファレンス「へルスケア・テクノロジー・サミ
ット（以下Healthtech/SUM）」を2021年12⽉2⽇（⽊）・3⽇（⾦）の2⽇間に共同開催いたしました。2⽇⽬の12⽉3
⽇（⾦）には、ピッチコンテスト「Pitch Final（決勝戦）」（以下ピッチコンテスト）を開催し、最優秀賞は、⽴位機能
検査装置「StA²BLE」を提供するUNTRACKED株式会社（https://www.untracked.co.jp/）が受賞いたしました。ま
た、スポンサー賞である「ライフサイエンス賞」は、次世代型全⾃動⻭ブラシを提供する株式会社Genics
（https://genics.jp/）、視聴者参加型のオーディエンス賞は、医療の業務を効率化し、同時に医療の質を上げるAI診療
⽀援「今⽇の問診票 with CDS」を提供する株式会社プレシジョン（https://www.premedi.co.jp/）が受賞いたしま
した。 
 
※ピッチコンテストの詳細はこちら︓https://www.healthtechsum.jp/pitch.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【最優秀賞】 
UNTRACKED株式会社 取締役CEO 島 圭介 

・副賞︓100万円 
 

【ライフサイエンス賞】（協賛︓⼀般社団法⼈ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（LINK-J）） 
株式会社Genics 代表取締役CEO 栄⽥ 源 
 ・副賞︓LINK-J会員権（1年間無料） 
 
【視聴者参加型のオーディエンス賞】（協賛︓⽇本⽣命保険相互会社） 
株式会社プレシジョン 代表取締役・医師 佐藤 寿彦 
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■ピッチコンテストの出場社                                          
ピッチコンテストでは、書類審査で選抜された5社と、オンライン投票により多数の票数を獲得した3社の計8社が登

壇いたしました。 
 

次世代型全⾃動⻭ブラシ ⽴位機能検査装置 
「StA²BLE」 

精神障害等で離職・休職している⽅の 
復職を⽀援する SST VR サービス「emou」 

   
株式会社 Genics 
代表取締役 CEO 

栄⽥ 源 

UNTRACKED 株式会社 
取締役 CEO 

島 圭介 

株式会社ジョリーグッド 
DTx 事業部 プロデューサー 

⻑⾕川 理彩 
 ワンクリックで医療データをクレンジングする 

「Yuicleaner」 
スマートクリニックチェーン 

「METiC」 
 

 

  

 

 株式会社 Yuimedi 
代表取締役 

グライムス 英美⾥ 

メドリング株式会社 
代表取締役 CEO 

安部 ⼀真 

 

病理診断を宇宙技術を利⽤した 
独⾃ AI によりサポートする 

がん診断サポート AI「ANSWER」 

医療の業務を効率化し、 
同時に医療の質を上げる AI 診療⽀援 

「今⽇の問診票 with CDS」 

世界初︕ 
着脱式⾞いすけん引装置 

「JINRIKI」 

   
Milk.株式会社 

代表取締役社⻑ 
中⽮ ⼤輝 

株式会社プレシジョン 
代表取締役・医師 

佐藤 寿彦 

株式会社 JINRIKI 
代表取締役社⻑ 

中村 正善 
※当初、オンライン投票上位でファイナリストに選出されたGeneral Prognosticsは業務都合により辞退され、株式会

社JINRIKIが繰り上げ出場となりました。 
※各社の会社概要はこちら︓https://www.healthtechsum.jp/pitch.html 
 
■ピッチコンテスト審査員・司会                                 敬称略      
＜審査員＞ 
・⼩柴 巌和（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 Head, Center on Global Health Architecture,  

ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部 部⻑） 
・⾼橋 久美⼦（経済産業省 ヘルスケア産業課 課⻑補佐） 
・藤⽥ 豪 （株式会社MTG Ventures 代表取締役） 
・藤本 宏樹（住友⽣命保険相互会社 上席執⾏役員兼新規ビジネス企画部⻑ 兼 SUMISEI INNOVATION FUND事業共創責任者） 
・宮崎 尚（⼀般社団法⼈ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 参事） 
・村⼭ 恵⼀（⽇本経済新聞社 コメンテーター） 
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・⽮崎 弘直（EY Japan ヘルスサイエンス・アンド・ウェルネスリーダー ライフサイエンスセクターリーダー 
EY新⽇本有限責任監査法⼈ パートナー） 

・⽯⾒ 陽 （メドピア株式会社 代表取締役社⻑CEO（医師・医学博⼠）） 
＜司会＞ 
・横松 知咲⼦（医師） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ピッチコンテスト開催概要                                          

ピッチコンテストは、予防から医療・介護、⾷からHRまで、⼈がよりよく⽣きることをテクノロジーで実現するサー
ビスが応募対象です。 

多くの応募企業の中から厳選されたファイナリスト8社は、12⽉3⽇（⾦）午後のピッチコンテストに登壇し、5分間
のピッチに加えて8分間の審査員との質疑応答を⾏います。これらの審査により最優秀賞1社を決定いたします。 

⾶躍的に注⽬度の⾼まる医療・ヘルスケアマーケットにおいて、⼈の「よりよく⽣きる」を⽀える次世代サービスの
チャレンジを「Healthtech/SUM」がサポートします。 
 
＜ピッチコンテスト開催要項＞ 

開 催 ⽇ 時  
2021年12⽉3⽇（⾦） 15:20〜17:20 ピッチコンテスト 
    〃        18:05〜18:20 結果発表＆表彰式 

賞⾦・特典 
100万円  
※最優秀チームへの賞⾦・特典です。 

応 募 条 件 

・事業領域が、ヘルステックであること（※） 
・応募時点でサービスインをしている or サービスインの⽇程が明確になっていること 
・最終審査当⽇に事業の代表者が会場で⾃らプレゼンテーションを⾏えること 
※ 本イベントにおける「ヘルステック」は、⼈がよりよく⽣きることを⽬的としてテクノロジー

を活⽤した事業を対象とします。ヘルスケア、メディカル、介護はもちろん、⾷⽣活やHRなど
まで幅広く含みます。 

公式サイト 
ピッチコンテスト出場社 https://www.healthtechsum.jp/pitch.html 
オンライン投票出場社 https://www.healthtechsum.jp/startup.html 

 
■2021年度「Healthtech/SUM」の概要                                       

2021年度のメインテーマは、「Ahead to the Center 〜テクノロジーと共に「本質」を実現する〜」です。 
我々のいのちを守るために、テクノロジーが今までにないほど⾼速で進化を続けています。この１年間、私たちは怒涛
の環境変化に対応を迫られる中、医療現場、経済状況、就労環境など、様々な場所において、「未知の状況」を⼿探りな
がら整理してきました。それらは多くの⼈の努⼒によって、徐々に対応可能となりつつあります。世界規模で⽣活が変
化したニューノーマル時代。そして、DX（デジタルトランスフォーメーション）が進み、テクノロジーが今まで以上に
⾝近になったいま、改めて「いのちの本質」を再定義したい。 オンライン診療やリモートワークという選択肢を受け⼊
れつつ、有機的なコミュニケーションとして「⼿当て」の⼈の⼿の温かさをどのようにテクノロジーと共に実現してい
くか。その最新事例をグローバルに議論いたしました。 
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＜開催概要＞ 

名 称 ヘルスケア・テクノロジー・サミット「Healthtech/SUM」 

開 催 ⽇ 2021年12⽉2⽇（⽊）、12⽉3⽇（⾦） 

開催場所 総合受付︓⽇本橋三井ホール（東京都中央区⽇本橋室町2-2-1 ＣＯＲＥＤＯ室町1・5F） 
⽇本橋ライフサイエンスハブ（東京都中央区⽇本橋室町1-5-5 ＣＯＲＥＤＯ室町3・8F） 

主 催 メドピア株式会社、⽇本経済新聞社 

公式サイト https://healthtechsum.jp/ 

 
＜新型コロナウイルス感染対策のための措置＞ 

今回はリアルとオンラインを組み合わせ、感染拡⼤のリスクに備えたハイブリッド型イベントとし、政府、東京都か
らの実施ガイドラインに従って運営いたしました。収容⼈員を最新の指針に従って設定し、会場内では⼿洗い消毒液の
設置、スタッフ全員のマスク着⽤、来場者及び関係者全員への⼊場時の検温、接触可能性のあるテーブルなど備品のこ
まめな消毒、可能な限りの換気、緊急時の管轄保健所への連絡⽅法などマニュアルに⼿順を定め実施を徹底いたしまし
た。 
 
 
【メドピア株式会社の概要】 
会 社 名: メドピア株式会社 
所 在 地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松⽵スクエア9階 
設 ⽴: 2004年12⽉ 
代 表 者: 代表取締役社⻑ CEO ⽯⾒ 陽（医師・医学博⼠） 
事業内容: 医師専⽤コミュニティサイト「MedPeer」の運営、その他関連事業 
U R L: https://medpeer.co.jp 
 
【⽇本経済新聞社の概要】 
会 社 名: ⽇本経済新聞社 
所 在 地: 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-7 
設 ⽴: 1876年12⽉ 
代 表 者: 代表取締役社⻑ ⻑⾕部 剛 
事業内容: 新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、電⼦メディア、データベースサービス、速報、電波、映像、

経済・⽂化事業などを展開 
U R L: https://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/  


