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地域につなぐ情報資源
～生活を支えるための情報提供の在り方を考える～



会社概要
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基本情報

社名

設立

現住所

代表

資本金

従業員数

URL

事業

顧問税理士

顧問弁護士

ミーカンパニー株式会社

2010年12月3日

東京都 新宿区新宿1-18-12

柳田ビル3F

前田 健太郎

311万円

10名 (エンジニア 8名）

http://mecompany.me

医薬介護データベースの販売

及びソリューション開発

税理士法人ベリーベスト

GVA法律事務所

代表経歴 沿革

1999年

映画監督を目指し、米国の映像プロ
ダクションにて1年半勤務。

2001年
Aledo.incにて、バーチャルモール構

築・Eコマース構築担当

2002年
マーケティング支援企業へ入社。上
場企業を中心にマーケティング支

援・WEB戦略の立案業務

2008年：取締役に就任

2010年

ミーカンパニー株式会社 設立
代表取締役に就任

2012年：グロービス経営大学院
卒業 （経営専攻：MBA）

2013年2月：
病院検索 cowell	iPhone版公開

2014年2月：
病院検索 android版/PC版公開

2014年9月：
SCUELデータベース（医科・歯科・薬局）公開

2015年2月：
SCUEL Hospital	News公開

2015年6月：
SCUEL	データベース（介護）公開

・希少難病患者支援事務局主催：R-7000	
LIVE	&	MARKET
・日経BP社主催：次世代ヘルスケア展
・サイバーエージェント主催：HEALTH	TECH	
START-UP	 SUMMIT
・KT-NETフェスタ（JASPAフェア）2015
・第10回/第11回 Samurai	Venture	Summit

出展実績



Scuel.me
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Scuel.me（一覧ページ・地図ページ）
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メディア掲載・講演・出展実績
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日経産業新聞（2014.9.4）

MMRI

展示会

製薬・医療機器メーカー様向け

販促支援ソリューションセミナー

セミナー登壇実績 メディア掲載
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医療介護従事者と
患者・家族との出会いをつくる



背景
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患者と医療サービスの状況が変化する中、マッチングに
必要な病院情報等が「変化」に対応できていないのではないか？

世の中に公開されている情報の質と量を改善することで、
救える命があるはず。



患者さんの声
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難病患者①

いつまでたっても治らない、
難病のセカンドオピニオンを受けたい。
別の治療法は無いものだろうか…

障がい者の患者

バリアフリーで行ける歯医者さんを

探したいけれど、どこにも書いていな
い。

痔の手術を行った患者

あれ、日帰りで手術ができるの！？
僕は３泊した上に術後の状況が
悪くて1週間仕事を休んだのに…

がんで家族を無くした方

免疫治療？僕の親のときは、手術
しか無いということだった。どんな
治療法があるか調べ切れなかった。

難病患者②

この病気はどうしたら改善されるの
だろう。気持ちが分かってくれるお医者
さんはいるのだろうか…

在宅医療を支える家族

在宅医療できてくれるお医者さんを
変えたいけれど、どうやって
探したらいいの？

乳がんの発見が遅れた患者

乳がんと発覚したのだけど、手遅れ。
病院では定期的に検査を受けて
いたのに…

親が認知症となった方

以前からおかしいと思って病院に
連れて行っていったのに、発覚したのは
専門医に脳のCTを見せたとき。手遅れ！

白内障の手術を受ける患者

年間の治療件数が多いから安心と
思っていたけれど、担当医は新人。
本当に大丈夫なのだろうか？

日本に住む外国人

○○語で対応してくれる病院（歯医者）
はどこにあるのだろう？友達の
口コミでしか分からない。

緑内障の先進医療を知らなかった患者

術後、友達から先進医療が適用される
病気だと分かった。事前に知っていれば
右目を失わなくても済んだかもしれない。

予防接種が必要な海外旅行に行く

マラリアの予防接種？黄熱病の
予防接種？いったいどこに
いけば接種できるの？

私達は、適切な医療サービスに出会えていない。

2016年11月7日



事業コンセプト
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〜 出会いの創造と、出会いに関する問題解決を通じて社会に貢献する〜

マッチングソリューションカンパニー

マッチング創造＝データベース＋接点開発（検索＋発見）

データベース
Search Discovery

（計画的/検索） （偶発的/発見）



事業紹介
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①データベース事業
（マッチング基盤）

②ソリューション事業
（B2Bマッチング）

③マッチング事業
（B2Cマッチング）

製薬会社 保険会社
医療関連

中小企業

営業支援
（SCUEL	for	MR）

不正請求検知 医療関連SFA

医療従事者

地域情報

患者・家族

医療機関
マッチ

薬局

マッチ
介護
マッチ

Data

Data

管理用 分析用 Web用 アプローチ用

病院・薬局・介護・福祉施設データベースを基盤とし、

法人・個人向けに各種ソリューションを展開。

ミスマッチ解消のため

に、高精度なデータ
ベースを構築・運用 Data

マッチングに必要な
データを取得・提供



①データベース事業概要
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「地域包括ケア時代」に対応した医療・薬局・介護・福祉施設の
データベースを開発し、「CSV・ API形式」にて販売。



公的機関

データベース収集スキーム
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厚生労働省 都道府県
（市区町村・保健所等）

ネット上の膨大な公的データをプログラムで自動収集。
さらに、データ提供先からのフィードバックを元に情報を強化。

（市区町村・保健所等）

情報収集

予約システム会社 医療系人材紹介会社

医療機器メーカー

医療機関 調剤薬局 介護事業所

SCUEL	Projectパートナー

電話健康相談サービス

一般利用者

患者団体

医療・調剤・介護サービサー

・・等
検索プロバイダ

調査

WEB入力

WEB入力
WEB入力

SCUEL	Projectパートナー

データ活用指摘

病院の
HP



マッチングは役割分担して効率よく
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Scuel.me

ポータル型

提携サイト

急増・多様化する検索ニーズは、SCUEL.meでのみマッチングさせるのではなく、
他検索サイトへのデータ提供を通じたマッチング支援を実現させる。

SCUEL	Network

疾患特化型

提携サイト
データ
提供

データ
提供

Link.
送客

Link.
送客

疾患が確定している患者

（例：慢性疾患患者）

診療科＋α程度の検索で
足りる患者
（例：軽い症状の患者）

より身近で、より高度な検索を

必要とする患者
（例：特定の治療法や

かかりつけ医探しなど）



今後の展開１：「検索」から「リコメンド」
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ウェアラブルデバイスで健康異常を検知、
病院を複数リコメンド。

PHR
スマホに
病院を通知 専門医療機関

API

クラウド

人工知能

遺伝子情報

ウェアラブルデバイス

家庭用ロボット

（例）「ドライアイの疑い」の発見、病院リコメンドの流れ



今後の展開２：相談センター
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データ
流通

フィード
バック

質と量の
改善

DB
構築

疾患名や治療名、
疾患領域が特定

されている疾患 専門機関

研究対象の疾患

医療だけで解決できない「生活や教育の問題など」も
コールセンター・レポートから提案できるようにする。

研究班等

支援団体

治療方法が確立
していない難病

データベース

相
談
セ
ン
タ
ー

マッチング



課題

1. データフォーマット・公開タイミング・公開元がバラバラ。機
会的に収集するにしても収集・メンテコストがかかりすぎる。
より低コストで収集・メンテナンスする仕組みはあるか？

2. 医療施設情報だけでは不十分。生活を支えるための情報
はどうしたら整備できるか？（例：患者さん同士がマッチン
グする場の情報、買い物代行支援サービス情報等）

3. 医療アシスタンスサービスについて、医療・介護従事者から
受け入れられるにはどのような点をクリアする必要がある
か？

4. 公開されていない、より専門的な情報が必要だが自社だけ
で全領域の情報を収集・メンテナンスするには限界がある。
どのようにして収集するか？
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