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事業内容

【略歴】

06 07

千葉県

吉
よ し い

井 幸
ゆ き え

恵代表取締役社長

リンクメッドは「見える」がん治療薬を社会実
装し、持続的な成長を実現します。 
・株式市場へ早期上場
・2027年に開発一号品の承認取得へ 
・2035年には売上約300億円、利益率30％
以上

放射性同位元素の64Cuを利用することで
様々な薬剤の開発が可能となり、持続的に事
業を展開させることができます。
・64Cuは低分子、ペプチド、抗体等の様々な

分子と容易に結合 
・多様な難治性がんをターゲットにした継続

的イノベーション創出 
・64Cu-ATSMは再発性悪性脳腫瘍患者を対

象とした第I相試験を実施中 

リンクメッドは有効な治療法のない難治性
がん克服にむけた革新的がん治療診断法を
提供します。
・放射性同位元素の64Cuを用いた「見える」

がん治療薬
・がんDNAを効果的に損傷することによる

高い治療効果

リンクメッド株式会社
皆様の健康と幸せのために、最先端科学と医
療をつなぐ。
リンクメッド株式会社は、放射性医薬品による

『革新的な「見える」がん治療』を実現し、患
者様、そのご家族、医療従事者の皆様に貢献
します。

- 皆様の健康と幸せのために、最先端科学と医療をつなぐ -
リンクメッド株式会社は、がんで苦しんでいる患者さんやご家族、がんと闘う医療従事者の皆さまの笑
顔のために、最先端科学と医療をリンクし、『革新的な「見える」がん治療』をいち早く社会にお届け
することをミッションとしております。
がんの現状の治療法には、治療効果が十分でない、副作用が大きいといった課題があります。これら
の課題を克服するため、私たちは『放射性同位体 64Cu を用いた『革新的な「見える」がんの放射性
治療薬』を開発しています。64Cu 放射性治療薬はがん細胞の DNA を効果的に攻撃できるため、高
い治療効果が得られ、さらに、陽電子放射断層撮影（PET）診断でがんへの薬剤集積を確認しながら、
安心・納得の治療を提供できます。
私たちはこの「見える」64Cu 放射性治薬を一日も早く社会実装することで、皆様の健康と幸せに貢献
します。

筑波大学卒業。理学博士。
国立の研究所（量子科学技術研究開発機構、QST）にて10
年以上、放射線を利用したがん治療薬の研究に従事。診断
と治療を同時に行える「見える」がん治療薬を開発。
代表者としてAMEDやJSTから支援を得る。
開発第一号64Cu-ATSMの第I相試験（国産放射性治療薬
で初の臨床試験）が再発悪性脳腫瘍患者対象に国内医療
機関で実施されている。
2022年7月QST認定ベンチャー「リンクメッド株式会社」創
業。2026年IPOを目指す。
CHIBAビジコン2021、大賞（千葉県知事賞）受賞。

リンクメッド株式会社

― 『革新的な「見える」がん治療』で、安心・納得の 医療を ―
　 がんと闘う、すべての方の笑顔のために
　 最先端科学と医療をリンクする



ファイナリスト紹介　（発表順、敬称略）ファイナリスト紹介　（発表順、敬称略）

事業内容

【略歴】

08 09

東京都

各都道府県の自然災害対策に関わる業者と
少しでも多く提携していきます。特に屋外看
板業者と連携し、各地域における普及拡販体
制を構築していきます。
⇒ 自社製品に最高クオリティーと価値を生
み出し、日本及び世界中の顧客のニーズを満
たしていきたい。

今までの製品は、蓄光プラスチック樹脂製品
がほとんどであり、屋外で使用すると紫外線
による黄変や劣化により、著しく蓄光機能が
低下し、屋外で長期使用ができない原因と
なっていました。
★この問題を解決するために開発した当社
の蓄光シリコーン製品は、シリコーンがガラ
スと同じ元素のため、紫外線に強い製品であ
り、屋外で長期使用が可能となりました。「蓄
光式シリコーン積層構造製品」は、当社の特
許です。

今までにない屋外用蓄光製品の開発を中心
に行っています。基礎となる特許は、蓄光シリ
コーン積層構造製品です。壁面用標識、路面
用標識、道路縁石用マーカー、防護柵等支柱
上部用マーカー、ラインマーカーなど顧客の
ニーズに合わせた夜間の安全対策ができる
製品です。

南海トラフ巨大地震を想定し、夜間、特に屋
外において一人でも多くの命を救うことを願
い、無電源の蓄光式自発光製品の開発を手
掛けています。
顧客や社会の声をできる限り聞き入れ、夜間
避難場所まで「途切れることのない誘導」を
目指した蓄光式製品の開発を行っています。

代表取締役社長

南海トラフ地震が確実視されている現在、夜間の「ブラックアウト」という最悪の事態が想定されます。
蓄光（化学名：りん光）という自然発光メカニズムを活用し、夜間、特に屋外において一人でも多くの
命を救うことを願いこの事業を開始しました。大規模地震では、1 分・１秒が生死を左右します。
足元がまったく見えなくなるため、逃げ遅れる方や段差の躓きによる二次災害も予想されます。暗闇の中、
光の道しるべとして、避難場所まで「途切れることのない誘導」ができる製品の開発を行ってきました。
顧客や社会の声など様々なご要望に応え、研究及び開発を行ってきた成果が、自社特許に繋がってい
ます。当社の基本特許は、屋外で長期使用を可能とした蓄光シリコーン積層構造であり、当社製品は、
すべて自社特許に基づき製造した製品です。（取得特許 15 点、特許出願中 10 点）

林
はやし

弘
ひ ろ み

美

株式会社リンコー

岐阜県出身。
ものづくりに興味があり、岐阜職業能力開発促進センター
にて、CAD/CAM技術を学ぶ。
2015年名古屋市の蓄光製品販売会社に入社し、製造部門
に携わる。
2017年屋外専用蓄光製品の研究・開発が目的で技術パー
トナーと会社を設立。
研究及びCAD技術を活かし、避難誘導に必要な様々な製
品を開発。

独創的な技術開発により、屋外用蓄光式誘導製品開発を
行う。無電源自発光機能により、
人々に夜間の「安心」「安全」を提供する。
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東京都

豊
と よ し ま

嶋 千
ち な

奈代表取締役

株式会社 Aill

私たちが「失敗」してしまうのは、何も恋愛コ
ミュニケーションに限りません。上司や同僚、
家族とのコミュニケーションでも、気持ちが
上手く伝えられないことで多くの人が「失敗」
しています。
Aillは、AIナビゲートをさまざまな領域に展
開していきます。
AIは恋愛に依存せず開発してきたため、現状
からあるべき姿にGAPがあるコミュニケー
ションのファシリテーションを行うことができ
ます。

このAIを３年武田薬品工業にて営業実績進
捗率全国１位であったCEO豊嶋の営業ノウ
ハウを教師データに、
日本を代表するAI先駆者、東京大学、北海道
大学の３教授と一緒に、弊社の利権でAIを開
発しています。
このAIは恋愛に依存せず、現状からあるべき
姿にGAPがあるコミュニケーションのファシ
リテーションを行うことができます。

安心して、恋愛できる３つのAIナビゲーショ
ン機能
AIによる紹介ナビゲーション、会話ナビゲー
ション、好感度ナビゲーションという３つのナ
ビゲーションによって、2人のコミュニケー
ションのすれ違いを緩和。出逢い〜お付き合
いまで関係進展をアシストします。

Aill goenは仕事も福利厚生も大切だと考え
る、福利厚生制度が整っている企業の独身従
業員専用です。
だからこそ、Aill goenが良縁を作れば作る
ほど、日本に「仕事と家庭を支え合える幸せ
な共働き」夫婦が増えていきます。

「AI で従業員の well-being にエールを」テーマに、人と人のコミュニケーションサポートを行う AI を
開発。その AI を使って良縁ナビゲーションアプリ Aill goen（エール ゴエン）を福利厚生サービスと
して提供しています。
Aill goen が、心の健康状態を創るための施策の１つとしてＨＲアワード 2021 最優秀賞を受賞。サー
ビス導入企業数が 950 社を超えるなど、well-being のライフサポートサービスとして「良縁ナビゲー
ションアプリ Aill goen」が経営・人事課題に寄り添うサービスと賛同が広がっています。
CEO 豊嶋の営業のノウハウと恋愛によって、ロジカルとエモーショナル両方に配慮したコミュニケーショ
ンアシスト AI は、ワークライフシナジーのワーク（社内コミュニケーション、営業ツール）やライフ（家
族・パートナー向け）に転用が可能です。

950社以上が利用するwell-beingワークライフ「ライフサポート」
福利厚生AI良縁ナビアプリAill goen（エール ゴエン）
〜仕事も家庭も支え合えるパートナーを〜

２００９年同志社大学法学部を卒業し、武田薬品工業に入
社。薬剤の営業、企画立案、地域戦略・マーケティングを担
当。営業では３年実績進捗率全国１位となり、女性幹部候補
生に選出。１７年に経営学修士（ＭＢＡ）を取得。
１８年にAill事業開始。１９年に「B Dash Camp」「IVS 
Launch Pad」「TechCrunch Tokyo」などの主要なベン
チャーピッチ大会で入賞、２０年に女性日本起業家代表に選
出、２１年HRアワード最優秀賞を受賞。武田薬品 TOP 営業
のノウハウを活かし、産学連携で人と人のコミュニケーショ
ンをアシストができる AI・人工知能 を開発。
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神奈川県

弊社の運営するサイトは、簡単で分かりやす
いだけではありません。従来の寄付となる
と、企業側・受取側、両者が直接交渉するの
が一般的です。ですが、「無料でもらうのに断
れない」といった心理的なハードルが存在し、
必要以上に寄附を受け付けてしまって、結局
廃棄に困っているという受取側の課題があり
ました。
本プラットフォームを通すことで、「本当に必
要な人に必要な分だけ届ける」適材適所の活
用を可能にします。

サービスの特徴は、大きく3つです。
備蓄食等の処理に関する課題を洗い出し、企
業側のニーズに沿ったサービスを提供して
います。

「物品」にも様々ありますが、主なターゲット
は 「災害備蓄食」です。 企業は、自治体が条
例で定めている努力義務に則して、ある一定
の備蓄品を保有してい ますが、期限が近付
くと「処理」の課題に直面します。 社内配布
や廃棄、寄付といったソリューションがありま
すが、人的・金銭的コストからみて、どの手法
にもデメリットがあるのも事実です。そこで
弊社ができる限り企業側のコストを抑えるソ
リューションを提供しています。

モノを活用したい企業と、それを受け取りた
い団体をオンライン上でマッチングするサー
ビスです。
受け取りたい団体は、弊社が運営するサイト
に無料で登録できます。企業側から、マッチ
ング手数料をいただくというビジネスモデル
です。
全国で、約170団体にご登録いただいており
ます。（2022年11月現在）

モノと想いを循環させ、豊かさを分かち合う社会。
我々が目指すのは、モノの価値を最大限にする、そんな社会です。
本事業の原点は “ 営業用のカレンダー ” を高齢者施設に送るボランティアでした。
企業内では不要とされ廃棄されるものも、高齢者の方には大変人気がありました。

「誰かにとって不要なモノも他の誰かにとっては必要なモノかもしれない」この気づきから、モノを循環
させる仕組みを構築しました。
企業向けに、物品有効活用のマッチングサービスを提供し、地域の活動団体と企業を繋げ、モノを必要
な場所に届けるプラットフォームを運営しています。

代表取締役 関
せき

芳
よ し み

実

株式会社 StockBase

2000年横浜市生まれ。2018年横浜市立大学に入学し、
現在4年生（2022年11月現在）。税務会計を専攻。
この事業は、企業のカレンダーを高齢者施設に運ぶボラ
ンティアから始まりました。企業では不要とされても、高
齢者の方にとっては大変喜ばれる、この事実を知った時、
こういったモノを循環させる仕組みを作りたいという想い
で大学3年次に就活を辞めて、事業化を決めました。さが
みはらSDGsパートナー/おだわらSDGsパートナー採択・
PIAビジネスグランプリ最優秀賞・YOXO Acceleration 
Program2021採択・KSAP2021採択etc

企業による物品廃棄を削減、適材適所を可能にする
備蓄食活用のマッチングプラットフォーム
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静岡県

認知監査人の育成は、優良事業所を増やす鍵と
なります。上級監査人は個人でも取得できる資
格なので、全国の中間支援機関や金融機関など
と連携し、上級監査人研修の運営や上級監査の
実施を委託し、全国へ拡げていきたいと考えて
います。これにより当社単独で事業を進めるので
はなく、一緒に社会をよくしようとする仲間を増
やし、価値観の共有を深めることが可能になりま
す。ひいてはコンソーシアムの設立も夢ではあり
ません。さらに、各地域の条件に基づき優良事業
所を認定することで、ステークホルダー間の連携
と地域活性化に繋がり、事業所だけではなく地域
の質の向上を図ることができます。
まさにこの事業は、今後日本に必要となる外国人
労働者の受け入れに関する社会統合的な取り組
みの一歩なのです。

この事業は６つのステップで進みます。
①初級監査人研修の受講、事業所内に初級監査人を配
置、②初級監査人によるセルフチェックによる監査、③
レーダーチャートによる評価の数値化、④事業所内で改
善行動計画を策定、⑤上級監査の実施、⑥認定委員会
による優良事業所認定、です。
そして、この事業での要は事業所における「気づき」にあ
ります。属人性の高かった外国人受け入れ業務を組織
全体で行うことの必要性を感じるようになると、事業所
の職場の環境改善は一気に進みます。そしてその価値
観をもとに、本事業を本社から支社、ステークホルダー
へと活用・展開していただき、企業全体での環境整備に
努めていただきます。
今後、外国人労働者を雇用している全国の全事業所の
３割を5年以内に優良事業所と認定していきたいと考え
ています。

そこで、私のビジネスプランでは、認定監査人制
度の創設で職場の外国人受け入れ環境の整備を
推進します。
外国人労働者を一人でも雇用している事業所の
意識啓発を行い、職場の受け入れ環境整備を進
める二つの仕組みを構築します。まず、外国人労
働者の雇用に関する専門的な知識を有し、社内
の環境を客観的に評価・改善することができる人
材を育成します。そして、この評価実施をもとに、
誰もが活躍できる職場づくりを実践していること
を証明する優良事業所認定を行います。
これにより、SDGsの４つの目標（８、１０、１２、１７）
を達成していきます。

日本の外国人労働者の数は172万人を超
え、雇用している事業所は27万事業所とな
り、その数は増加の一途をたどっています。
しかし、国際社会からの日本における外国人
労働者の受け入れは、アメリカ国務省の人身
取引報告書をはじめ、国際社会から厳しい目
で見られています。なぜ適正に受け入れがで
きないのでしょうか。そこには外国人労働者
の適正かつ健全な受け入れを阻害する４つ
の壁が存在しているからです。事業所も外国
人労働者も情報が不足し、いつまでもモラル
の低い悪質な仲介業者に依存しなければな
らない実態があったからです。

【略歴】

一般社団法人グローバル人財サポート浜松代表理事。
企業で働く傍らボランティア活動を経て、2001年より浜
松国際交流協会で日本語教育や交流事業等の企画と運営
を行い、2010年1月の浜松市外国人学習支援センターの
開設に携わる。リーマンショック以降、外国人就労と高齢化
の課題に直面し、2011年にグローバル人財サポート浜松
を設立。在住外国人の介護職員研修や日本語教育、大学
生を対象にした次世代育成事業を行う。全国各地の自治体
やNPO等での研修のほか、市民向け多文化共生に関する
講演も多数。現職のほか、日本大学国際関係学部非常勤講
師、全国市町村国際文化研修所講師、自治体国際化協会地
域国際化推進アドバイザー、文化庁地域日本語教育推進ア
ドバイザーなどを務める。2018年度国際交流基金地球市
民賞受賞。
主な書籍は「やさしい日本語とイラストでわかる介護のしご
と」（2015年、日本医療企画）。「やさしい日本語とイラスト
でわかる みんなの介護」（2019年、日本医療企画）。「初級
からこんなに話せる日本語160時間」（2020年、凡人社）

今や日本はコロナ禍でも 172 万人を超える外国人労働者を抱え、その数は増加の一途をたどっていま
す。しかし、2021年米国国務省の人身取引報告書をはじめ、日本に対する国際社会の目はより厳しくなっ
ています。こうしたことから、多様な労働者が活躍する社会のために、認定監査人制度を創設し、職場
の外国人受け入れ環境整備を推進します。
本事業では、まず事業所の外国人労働者の雇用に関する正しい知識を有し、職場内の環境状況を適切
に評価することができる人材 ( 監査人 ) の育成を図ります。監査人は、初級、上級の２レベルで分けられ、
認定監査人として事業所の職場環境を２段階の監査で評価します。一方、事業所は、初級監査で現状
評価が数値化され、上級監査で再度評価されます。これらの監査結果を基準に、認定委員会が優良事
業所を３つのグレードで認定します。
さらに本事業の汎用化にあたり、全国各地の中間支援機関等に各地の特性を尊重しつつ、この事業ス
キームを活用してもらうよう連携します。これにより、全国で優良事業所は増え、日本の「ビジネスと人権」
を醸成し、SDGs の目標を達成していきます。日本を世界中の若者から選ばれる国にするために・・・。

認定監査人制度の創設による
職場の外国人受け入れ環境整備の推進

代表理事

一般社団法人グローバル人財サポート浜松

堀
ほり

永
ひ さ の

乃
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「MODRINAE」は11,000円(税抜)、「MOD
RINAE FOR BUSINESS」は400,000円(税
抜)からと、低コストでお取り組みいただけま
す。必要なものは全て当社からお送りするの
で、皆様にご準備いただくものはほとんどご
ざいません。また、エントランスなどの目に付
く場所に置くことでPRにも活用することがで
き、さらに、育苗を含めその他オプションを活
用いただくことで継続的・発展的な取り組み
が可能です。

「MODRINAE FOR BUSINESS」は、戻り苗
が森林産業と様々な企業の架け橋になるこ
とを目指し、戻り苗を企業向けにアップデート
したサービスです。ラダーシェルフ型の什器
で24本の育苗ができるだけでなく、オプショ
ンとして、セミナーやワークショップ、植林ツ
アーをご提供することも可能です。

「MODRINAE-戻り苗-」は、新しい形の観葉
植物です。どんぐりから苗木を育てるセットに
なっており、購入者の元で育った苗木は、当
社が引き取り山へ植林します。育てる期間は
約2年間のみ。どこでも、誰でも、山づくりに
参加することが可能です。

当社は「土砂災害による人的被害をゼロにす
る」をビジョンに掲げ、山づくりに取り組んで
います。林業事業体や自治体、一般顧客や企
業と共に、森林の整備や商品・コンテンツの
企画を行うことで、業界の枠を超えた森林産
業のコミュニティを構築しています。

和歌山県
【略歴】

高校時代に地元で紀伊半島大水害により被災し、災害リ
スクの低い山づくりをしたいと志す。現在は災害リスクの
低い山づくりを目指し (株)ソマノベースを設立。代表取締
役を務める。 自宅で植林用苗木を育てる、購入者参加型
の新しい形の観葉植物「MODRINAE」を発表し、Wood 
Change Awardやウッドデザインアワードを受賞。その後
ECサイトを開設。 今期から企業向けにもMODRINAEを
販売開始。造林業を営む(株)中川のフォレストワーカーとし
ても勤務。 

■その他の受賞歴
Sustainable Forest Action 2020　優秀賞 
ウッドデザインアワード2022 受賞
■メディア掲載情報

【テレビ】・NHK「おはよう日本」「ほっとニュース関西」「ぎゅ
ぎゅっと和歌山」・関西テレビ「報道ランナー」等

【YouTube】・イナズマロックドリームTV 
【新聞・雑誌】読売新聞・毎日新聞・朝日新聞・紀伊民報・
ニュース和歌山 ・Pen ・ソトコト・ターンズ・林政ニュース 等

土砂災害リスクの低い山林の増加を目指し、林業事業体の収入を増やすため、「森林と一般顧客・顧客
企業」を繋ぐプロダクト・サービスを開発、販売する事業。自宅やオフィスで育てられる植林用苗木セッ
ト「MODRINAE（戻り苗）」を軸に、植林体験や森林保全授業などをパッケージとして販売。カーボ
ンクレジットやインハウスでの林業事業も進める。

「土砂災害リスク軽減に向けた、個人・企業向け事業」
MODRINAEをはじめとした一般顧客・顧客企業向け
森林保全サービスの開発と販売。

代表取締役社長 奥
お く が わ

川 季
と き か

花

株式会社ソマノべース
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日本では 65 歳以上の買い物困難者は約 825 万人います。この人数は全 65 歳以上の 4 分の 1(24.6%) の方が買い物
困難者となります。
特に地方都市においては、交通インフラが整備しておらず、自動車が買い物する上で、必要不可活です。
そのような状況下で、高齢者が免許返上した場合は、すぐに買い物困難者になってしまいます。
この買い物困難者の問題は、情報弱者・感染リスク・地域スーパー・買い物サービス等複合的な課題から問題が発生しています。
更に、買い物困難者の状況は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年には、益々深刻さは増していきます。
この課題を解決することが急務です。

コンプラスが解決したい課題
　1. 買い物困難者の課題
　2. 情報弱者の課題
　3. 感染リスクの課題
　4. 地域スーパーの課題
　5. 買い物サービスの課題

このような課題を、【訪問型】【ネット型】【タブレット型】の買い物支援サービスで解決します。
私たちは、生きていく上で、一番大事な『食』を、『住んでいる場所や年齢に左右されることなく、誰もが同じサービス
を受容できる』継続可能な社会インフラを構築します。

買い物困難者の皆さまが買い物を通して
笑顔になる社会を創出します。
― アナログ技術×デジタル技術で解決する ―

1959年茨城県日立市生まれ。専業主婦を経て、パソコン
教室のインストラクターや介護施設の介護スタッフとして
従事。
2012年義父が脳梗塞で倒れ、義母が在宅介護をすること
になり、義父・義母の買い物を行うことになり買い物ができ
ない高齢者が多数いることを実感し、2019年11月に同じ
志を持ったシニア世代３名と設立。
以下、主な採択事業・受賞歴
・茨城県振興公社主催　茨城県地域課題解決型起業支援金
・経済産業省主催　Wide Ecosystem Accelerator広域
連携アクセラレーター2020

・めぶきFG主催　第５回めぶきビジネスアワード特別賞

茨城県

買い物支援サービスは、お客様が不便（欠点）に感
じていることを全て盛り込みお客様の要望（利点）
を取り入れたサービスとなっています。
注文方法も他社にない方法（訪問・ネット・タブレッ
ト）を提供しています。
特に、介護関係者の皆さまから評価をいただいて
いる機能としては、
①食料品の管理
②見守り・安否確認
③無駄買い防止
です。
この機能は、他社の買い物サービスにはありません。
コンプラスが提供している買い物支援サービスだ
けの機能です。

買い物支援サービスは、利用者（お客様）ニーズの多様化に対
応したユーザーインターフェースを有しており、買い物困難
者の課題を解決するサービスです。
【訪問型買い物支援サービス】
インターネットが使えないお客様に対して、お客様のご自宅
に訪問サポーターがお伺いして訪問サポーターのスマホ等
を使用して訪問サポーターと一緒にお買い物ができるサービ
スです。スマホ操作は全て訪問サポーターが行います。
【ネット型買い物支援サービス】
インターネットが使えるお客様はネットスーパーに直接アクセ
スし、ご自分のスマホを使用して買い物をするサ－ビスです。
【タブレット型買い物支援サービス】
インターネットが使えないお客様に対して、リモート操作付き
タブレットをしてコンシェルジュと一緒にお買い物ができる
サービスです。
お客様は、お話するだけでタブレット操作は全てコンシェル
ジュが遠隔操作で行います。

買い物プラットフォームの特徴は、
①初期費用・構築費用は一切無料
②月額料金は、プラットフォーム利用料のみ
③商品数は、地域スーパーの要望で１万品目
　以上の登録可能
④決済方法は、現金決済・カード決済の２通り
⑤使いやすいシンプルなＵＩ機能を実現
⑥地域スーパーの要望により、
　レイアウト・カスタマイズは可能
です。

買い物支援サービスを導入に向けては、
①地域スーパー（商品管理・商品提供）
②配送業者（配送管理・配送業務）
③コンプラス（買い物プラットフォーム提供）
が三者一体となって買い物支援サービスの
導入を進めます。
買い物代行支援業務（訪問サポーター・コン
シェルジュ）は、コンプラスと連携している協
力企業と進めて行きます。

佐
さ と う

藤 みどり

コンプラス株式会社

代表取締役
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静岡県

現在がん患者さんは治療と生活の中で、3 つの課題が発生しています。1 つ目は、相談窓口です。が
ん治療は通院や副作用で生活に影響します。患者さんの生活は多様化し、生活に関する情報収集や相談
は、病院の中だけでは解決できないものが増えています。2 つ目は、ネット検索の難しさです。がんに
関する情報ページはネット上に 50 億件以上あり、今の自分にとって有益で正しい情報を探し出すのが難
しくなっています。3 つ目は、出会いです。コロナ禍で患者会やイベントなど、実際に他のがん患者さ
んに出会う場所が減っています。さらに、多様化する情報ニーズの中で、自分と似た状況の人と話したい、
解決できる専門家と話したいというニーズが高まっています。Speakはこれら3つのニーズに応えるサー
ビスです。がん患者さんの知りたいことに答える公的情報へリンクした情報ページ、似た患者さんに会
えるテーマ別オンライン患者会、個別の課題解決に向けた相談専門家のマッチングができるコミュニティ
を提供し、がん患者さんの日常生活を豊かにする有機的なエコシステムを育てようとしています。

株式会社PEER代表　看護師／工学修士（MOT)
がん患者さんの日常生活の相談支援を目的に看護学校在
学中に起業。
脱毛を体験する人に向けた相談できる専門美容室ピアの
運営と、買いやすいウィッグの製造販売を行う。美容室を
拠点とし、脱毛時期を体験する人たちの安心できる場所づ
くりを目指し、現在直営２ヶ所の運営と、国内の連携美容室
約２０ヶ所の運営を支援。2008年東海若手起業塾1期生、
2016年社会イノベーターズ公志園4期生。NPO法人がん
ノート理事
｜（公財）あいちコミュニティ財団代表理事｜NPO法人し
ずおか共育ネット理事　https://www.linkedin.com/
in/peer-msato/

【Speak】がん患者の人生をサポートする助け合い
コミュニティと、ビッグデータとコミュニティを活用した
恊働で、誰もが参加できる未来のがん患者支援へ

Speak（スピーク）のビジネスモデルです。生
活についての情報の提供、仲間との出会いと
助け合い、相談と行動の支援を提供していき
ます。このサービスは国立がん研究センター
が提供する各種ガイドライン資料（*）を基準
に作成し、医療現場での患者指導に活用でき
る内容とし、がん患者さんがSpeakに出会え
るようにデザインされています。

*国立がん研究センターがん情報サービス 
 ガイドラインへのリンク集
https://ganjoho.jp/public/knowledge/
guideline/evidence.html

Speak（スピーク）のポジショニングです。私
たちは、がん治療とともに生きる患者さん
へ、個別性の高い日常生活の情報と支援を
提供していきます。

がんになってもすべての人が安心してその
人らしい生活が続く社会をめざしています。
現在がんと診断されたときに働いている人
は約48万人、抗がん剤治療を行う人は約40
万人います。

専門美容室ピアは脱毛する時期を体験する
人のための場所です。がん患者だけでなく、
病気、けが、理由不明の脱毛症状に悩む方
の相談と情報提供を行っています。今まで
に相談をお聞きしたがん患者さんの数は約
15000人いますが、誰一人として同じ状況
の人はいません。明日から私はどうしたら良
いのか、髪が生えてくるまでどう暮らすのか
を、一緒に考えて、その人らしい解決方法を
見つけるお手伝いをしています。

株式会社 PEER

佐
さ と う

藤 真
ま こ と

琴代表取締役社長




