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金属
機械・
インフラ

化学品エネルギー 生活産業
次世代・
機能推進
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2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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患者さんと、医療にかかわるすべての人の未来を。
三井物産のヘルスケアエコシステム

2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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 「場×人×モノ×サービス×情報」
 アセットを積み、繋ぐことで質を高め、共存共栄する持続可

能なヘルスケアエコシステムを構築。
 量と質の両面からメディカルヘルスケア領域に貢献。

 既存事業や知見を活用できる領域への集中的な取組
 当社が強みを発揮でき、既存事業とのシナジーが期待でき

る事業を厳選し、推進する。

2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略
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2. HS事業本部の目指す姿と目指す姿への戦略



情報
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純利益推移 (単位:億円)
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投資残高推移 (単位:億円)
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優良アセットの
積み上げ

収益基盤の強化
（期間損益取り込み増）

収益基盤の強化

リサイクルによる
果実化

成長分野への
投資

Grow and Sell
モデル

両輪
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 シンガポール最大手の民間病院グルー
プParkway、マレーシア第二位の民間
病院グループPantai、トルコ最大手の
民間病院グループAcibademを傘下に
持ち、52病院、計10,000床超を運営す
るアジア最大級の病院グループ。

 時価総額は病院運営を本業とする上場
企業としては世界第二位。

IHH Healthcare Bhd. (IHH) 

 2016年7月出資参画したアジアの中間
層を対象にした病院事業者。

 インド、マレーシアに各11病院、インドネ
シア、ベトナム（クリニック1含む）に各3
施設展開中。2016年9月には初めてア
フリカのケニアにクリニックを開設。合計
27病院、２クリニックを運営中。

Columbia Asia
×

3. 最近の取組 場 場



 2015年に出資参画。
 アジア・オセアニア地域12か国と香
港で、医師46万人を含む約210万
人（2016年11月時点）の医療従事
者会員向けに、書籍・ウェブサイト・
モバイルアプリ等の複数の媒体を
通じて医薬情報サービスを提供。

MIMSグループ

×

×
病院

本邦製薬会社

3. 最近の取組
モ
ノ

場

情
報

医師向け受託調査事業

人材サービス医薬情報サービス

医薬情報サービス



3. 最近の取組

病院

マレーシア政府系投資ファンドKhazanah
Nasional Berhadと共に今年8月に出資参画。
世界第2位の米透析事業者DaVita 

HealthCare Partners Inc.のアジア事業会社
で、インド、中国、東南アジアなどで透析クリニ
ックを運営中。

DaVita Care

Panasonic Healthcare Holdings 
2016年1月のBayer糖尿病ケア事業買収によ
り、血糖値自己測定器事業に於いてグローバ
ルでトップクラスの地位（シェア15%）を確立し
たPHCHD社に今年11月に出資参画。
診療所向け電子カルテ・レセコン、細胞・再生
医療用研究に用いる薬用蔵庫等の事業に於
いても1、2位の市場シェアを有する。

モ
ノ

場
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サービス

ファーマ

サービス

ヘルスケア

ヘルスケア

ヘルスケア

ヘルスケア

ヘルスケア

サービス

果実化

3. 最近の取組

ヘルスケア

http://www.sogo-medical.co.jp/english/index.html
http://www.sogo-medical.co.jp/english/index.html
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4. 既存事業紹介

ヘルスケア
 医療機関及び医療周辺事業
 医療情報サービス事業

サービス

 医療機関関連等業務のアウトソー
シング（給食、施設運営・管理）

 ユニフォームレンタル
 病院向け医師派遣・紹介事業
 教育サービス、等

ファーマ
 医薬品開発支援・製造受託・販売
支援

IHH
DaVita Care
Columbia Asia
MIMSグループ
総合メディカル

スポーツビジネスに於ける取組
The Delta Companies

日本マイクロバイオファーマ
富士製薬工業株式会社
NovaQuest

<事業概要> <主な事業>

(*)白字は詳細前述済みの事業
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 1978年6月設立 （東証1部上場）
医業経営コンサルティングをベースとした病医院経営支援、調剤薬局運営に
よる医薬連携（全国582店舗）、転職・開業等の医師のライフプランサポート

連結売上 1,207億円 （2016年3月期）
当社出資比率 25.6%

サービスラインナップ 長期ビジョン

医療機関

患者さん

調剤薬局
企画
設計
施工

レンタル

リース 介護

D to D システム

経営コンサルティング

人材 施設 資金 情報

～日本型ヘルスケアビジネスへの挑戦～

限られた国家財政のもとで

国民が効率的に質の高い医療を受ける
ことができる医療システム構築に貢献

（出典： 総合メディカル株式会社 第36期年次報告書）

総合メディカル

4. 既存事業紹介 総合メディカル



日本マイクロバイオファーマ・富士製薬
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4. 既存事業紹介
日本マイクロバイオファーマ
富士製薬工業株式会社

 2011年7月にメルシャンの医薬・化学品
事業会社を買収する形で設立

 発酵技術や微生物変換技術を活用し
た高付加価値薬品原薬及び中間体の
製造

 連結収益 14億円 （2016年3月期）
 当社出資比率 80%

 1965年4月設立（東証一部上場）
 婦人科領域における体外診断・治療
薬、及び急性期疾患領域における診
断・治療薬に強みを持つジェネリック
製薬企業

 連結収益 5億円 （2016年3月期）
 当社出資比率 22.9%



NovaQuest事業

製薬会社

 製薬会社の開発薬に投資
（高額な開発･販促費用を一部負担）
 薬の開発が成功した場合、成果に応じて
投資回収
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研
究

開
発

製
造

物
流

販
売

患
者

4. 既存事業紹介 NovaQuest
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スポーツビジネス分野における取組みについて

【エームサービス運営売店】 【スコアボード広告】

フードサービス スポンサーシップマーケティング

施設管理

4. 既存事業紹介 スポーツビジネスに於ける取組



Delta（人材派遣・紹介事業）
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4. 既存事業紹介 The Delta Companies

The Delta Companies

Delta Locum Tenens

Delta Physician Placement

Delta Healthcare Providers

‐ 医師派遣医師

セラピスト
（理学、行動、
言語療法士等）

医療機関
（病院・クリニック）

- 医師紹介
登録

派遣・紹介

- セラピストの派遣・紹介等
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