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自己紹介

株式会社カケハシ
代表取締役社長

なかお ゆたか

中尾 豊

医療従事者の家系で生まれ育ち、武田薬品工業株式会社に入社。MRとして活動し
た後、2016年3月に株式会社カケハシを創業。創業時には、患者さんへの質の高
いケアを実現するべく、約400人の薬剤師/薬局経営者にヒアリングを行う

経済産業省主催のジャパン・ヘルスケアビジネスコンテストや B Dash Ventures
主催のB Dash Campなどで優勝。内閣府主催の未来投資会議/産官協議会「次世
代ヘルスケア」に有識者として招聘
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対物から対人へ。

門前からかかりつけへ。

そして、これからの地域医療を担う存在へ。

求められていることは分かってる。

問題は、環境が何も変わらないのに、やることだけがただ増えていくことなんだ。

患者さんに寄り添う薬剤師に、もっと余裕を。

その余裕こそが、薬局・薬剤師のさらなる価値の源泉になる。

薬剤師の負担を最小に、患者さんの満足を最大に。

Musubiは、その実現のためのパートナーです。

患者のための薬局づくりに必要なのは、

何よりも、薬剤師の「余裕」だと思う。

私たちの想い
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患者満足と

薬局の働き方改革を支援する

薬局体験アシスタント

Musubiは「薬局業務の最適化」による「患者さんのより良い薬局体験」を目指して開発された、

まったく新しい薬局支援サービス。紙薬歴を電子化した従来型の電子薬歴とは異なり、

薬局の生産性向上と服薬指導の充実化、患者コミュニケーションの円滑化を、トータルに実現します。

サービス紹介

カンタン操作で内容充実 “瞬間薬歴”point
01

患者さんにお伝えしたのに、薬歴に記載しそびれた……。お話ししたことを思い出しなが

らの文章作成が大変……。薬歴業務に関するさまざまなお悩みを解消するのが、Musubiの

瞬間薬歴。専用のタブレット画面に表示される指導内容をタッチするだけで、その内容が

薬歴の下書きとして自動保存されます。服薬指導をしながら薬歴をほぼ完成させることが

できるため、薬歴への記載漏れ防止とともに、薬歴作成の大幅な効率化が可能。慢性的な“薬

歴残業”が解消された実例も。スマホに近いカンタン操作で、PC操作やタイピングに不慣れ

な方にもスムーズにお使いいただけます。

患者さん一人ひとりにあわせた、
“オーダーメイド服薬指導”

point
02

Musubiは、患者さんそれぞれの疾患・服用中の薬・生活習慣・過去処方・季節情報などをも

とに、最適な服薬指導を自動で提案。患者さんのバックグラウンドを把握し、Musubiに情

報追加するごとに、その精度は向上していきます。画一的な服薬指導を打破することはも

ちろん、悩ましいDO処方時の指導もサポート。さらに、患者さんにあわせて生活習慣の改

善を促す健康アドバイスも自動提案。「継続です」「お大事に」で終わらない、患者さんへの

価値提供を実現します。

患者さんに届く・伝わる、
“ビジュアルコミュニケーション”

point
03

一般的な電子薬歴とは異なり、Musubiは専用のタブレット画面を患者さんにお見せし

ながら服薬指導することができます。“分かりやすさ”にこだわった注意書きや画面デザ

イン、患者さんの目をひくイラスト付きの健康アドバイスなどを通じて、視覚・聴覚の

両方から患者さんへの意識づけが可能です。Musubiの画面をきっかけに新たな会話が

生まれるなど、患者さんとの関係構築にも効果的。健康アドバイスを使った服薬指導で、

患者さんのアドヒアランスが向上した実例もあります。

『Musubiを使った業務の流れ』

患者さんの情報を確認・登録する

Musubiには、患者情報を記録する独自の患者サマリ（頭書き）が用意されています。この患者サ

マリに登録された患者情報と、レセコンに入力された処方を自動で結びつけ、患者さんの背景に

あわせた最適な服薬指導や健康アドバイスを提示します。

処方を確認して前回の薬歴を参照する

Musubiの処方確認画面では、過去の処方との比較が可能。処

方の変化を簡単に確認できます。また、処方薬に関するアラー

ト機能や添付文書の閲覧機能もあり、スムーズな監査をサポー

ト。ハイリスク薬の重大な副作用の確認も容易です。

患者さんへの服薬指導・健康アドバイス

Musubiの服薬指導は、タッチパネル式のタブレット画面を患

者さんと一緒に見ながら行います。画面には、薬の説明にあわ

せて、ワンポイントの健康アドバイスも掲載。こうした説明や

アドバイスは患者さんそれぞれのデータをもとに抽出される

ため、画一的ではない、患者さん一人ひとりに寄り添った服薬

指導の実践につながります。

薬歴確定

服薬指導時に画面タップした内容はSOAP形式で薬歴化されており、指導終了と同時に薬歴の

下書きが完成。必要に応じて加筆・追記するだけで、充実した薬歴がその場で仕上がります。

薬局の生産性を高めるさまざまな機能と充実サポート

●継続的な薬学管理

●ハイリスク薬のDSUに対応

●同一法人店舗間で患者情報を自動連携

●トレーシングレポートの作成機能

●在宅計画書・報告書の作成機能

●検査値管理機能

●処方チェック機能

●服薬指導の表示や健康アドバイスの高頻度アップデート

●セキュリティ・データ管理に優れたクラウド型

●導入時の立ち上がり支援

●つながりやすいサポートデスク

●ユーザー向け勉強会など随時開催

患者サマリ

薬歴画面

服薬指導画面

薬歴画面

患者サマリ

サマリに応じて
自動提案

健康アドバイス

処方アラート 服薬指導準備画面

服薬指導画面 健康アドバイス
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step
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これからの薬局・薬剤師のあり方とは？

Musubiの開発には、実際に調剤薬局での勤務経験をもつさまざまな薬剤師が深く携わり、自ら実感し

ていた課題の解決に臨んでいます。自身の経験やユーザーの声をもとにスタッフが日々議論し、試行錯

誤を重ねているのがMusubiの特徴の一つ。今回は、薬剤師出身の開発メンバーと代表の中尾による

「薬局・薬剤師の未来」に関するトークの模様をお届けします。

二人はもともと薬剤師として調剤の現場を経験されていたわけですが、

薬局や薬剤師の仕事に対して、どんな課題を感じていたんですか？

薬剤師として果たすべき役割がなかなか果たせていない実情があった

と思います。患者さんに対するサポート、信ぴょう性のある健康情報の

提供、医師に対するDI業務。薬剤師には明確な責務がありますが、患者か

らも医師からも、それを期待されていない面が少なくありませんでし

た。本来なら、それでもしぶとく続けていくことで、その価値を認識して

もらう必要があるのですが……。

私は新卒で大手調剤チェーンに就職したのですが、そうしたノウハウを

学ぶことができていたかと言われると……。自発的に勉強できたらいい

のですが、正直、そのための時間的な余裕はなかったなと思います。

自分は小児科の患者さんを一人で受けるなど結構ハードな環境にいた

のですが、それでもエビデンスベースの仕事にこだわりたくて。局内に

向けてニュースレターを書いたり、患者さんからの質問を掘り下げてコ

ミュニケーションをとったりと、自分なりにいろいろ取り組んでいまし

た。が、門前のドクターから「頑張るのはいいけど、キミが倒れたら代わ

りはいないんだよ」と。地域医療の一端を担っている自覚が足りていな

かった（笑）。

いくら社会に求められることだとしても、その前提に薬剤師の自己犠牲

があるのだとしたら、健全とは言えないですよね……。

中尾

工藤

永瀬

工藤

中尾

Musubiの開発に携わる“薬剤師”の視点。

私は今も定期的に知人の薬局で投薬台にたっていますが、わりと地域の

つながりの濃いエリアということもあって、待合室でたまたま一緒に

なった患者さん同士が会話をして、お互いに励ましあったりする場面を

何度も目にしています。

素晴らしい。薬局というリアルな場所の存在意義は、一つそこにあります

よね。地域コミュニティのハブとしての薬局。高齢化社会においては特に

重要になってくると思います。

知人の薬局が店舗をつかってさまざまな交流イベントを開催しているの

ですが、そうした場に足を運ぶ回数が多い人ほどアドヒアランスが高い

というデータが得られたそうです。社会性の高さと健康意識の高さが比

例するというのは、以前から言われていますよね。人間って生きがいが一

つあるだけで、生き方が違ってくる。薬局で、薬剤師と無駄話をするだけ

でも良いんです。一ヶ月に一回会う人がいるというだけでも、病気への向

き合い方は変わります。

薬局でお薬をお渡しして「お大事に」ではなく、「また来月」と、次に来てい

ただく目的をつくるようにするだけでも違ってくるかもしれませんね。

たしかに！  そうした点も、ぜひMusubiでサポートしていきたいですね。

永瀬

中尾

工藤

永瀬

中尾

薬局という“リアルな場”がもつ可能性。

薬局・薬剤師の役割である“患者さんの安全を守る”ためのアクション

はとても重要なものですが、その価値がなかなか患者さんに伝わらな

いという問題もあるなと思っています。

患者さんはまだしも、自分としては厚生局にも正しく伝えられていな

いのでは……という強い懸念を持っています。薬局・薬剤師の活動の

確固たるエビデンスとなるのが薬歴。薬局・薬剤師はこの薬歴をもっ

て、もっとアピールをしていくべきだと思うんです。調剤点数に最適

化した受け身の姿勢ではなく、我々の仕事にはこれだけの価値がある

んだという、積極的な姿勢が問われているように思います。

中尾

工藤

薬局・薬剤師の貢献価値の“見える化”は、この業界の重要な課題であ

り、僕たちがMusubiを通じて支援したい部分でもありますね。一方

で僕は、薬局や薬剤師には、患者さんに対するさらなる価値提供の

チャンスがあるとも確信しています。ITではできない、患者さんとのリ

アルな接点があるからこそできることが、まだまだあると思うんです。

例えば、ITに疎い高齢者に向けた情報提供や安心感の醸成もそうで

すし、生活習慣病予備軍の方に対する習慣改善の意識づけもそうか

もしれない。正確な調剤・監査という職務にとどまらない、患者さん

と直に接することでこそ提供できる価値が、この業界には眠ってい

ると思います。

以前、経産省・厚労省のイベントに登壇した際にこのお話をしたとこ

ろ、非常に多くの方が共感してくださいました。薬局にとっては当た

り前の前提になっている患者さんとの対面での接点というのは、実

はとても貴重なものなんですよね。

その貴重な機会を最大限に活かすために、私がMusubiで実現したい

のは、薬歴やその他の記録を“残す”という作業から薬剤師を解放す

ること。服薬指導すれば自動的に記録が残っている、そんな世界を形

にしたいんです。そうなったときに、薬局・薬剤師は“患者さんのため

の仕事”に集中できるようになるのだと思います。そして、患者さん

から処方箋がなくても気軽に相談されるような存在こそが、薬局・薬

剤師の理想形なのかなと。

そうなるには、まず「自分や家族の健康について薬剤師に相談してい

いんだ」という文化をつくる必要がありますよね。薬局で薬剤師さん

と会話したら良いことがあるんだという認識が社会に根づいて初め

て“薬剤師に相談”という発想が生まれるのかなと。Musubiの「健康

アドバイス」は、そんな世界に向けた第一歩。服薬指導の際に生活習

慣の改善アドバイスなどを患者さんにお伝えすることで、薬剤師と

コミュニケーションをとるメリットに気づいてもらえたらと思って

います。

中尾

永瀬

中尾

薬局・薬剤師の“本質”とは？

「対物から対人へ」の方針が提示されるなど、薬局に具体的な変化を求め

る機運が高まっています。とはいえ僕自身、数々の薬局に足を運び現場を

目にしてきましたが、薬局に対して一方的に「今の業務を、新しいものに

変えましょう」というのはあまりに無謀で無責任なことだと感じました。

先ほど永瀬さんも言っていましたが、薬局の現場はすでに相当量の仕事

を抱えており、それを放り出すことはできないからです。まずは、その仕

事の絶対量を減らすことに本気で取り組まなくては何も変わりません。

Musubiの開発のきっかけになったのが、まさにこれ。薬局の中でどの業

務の負担を軽減できるだろうかと考え思い至ったのが、服薬指導の最中

に薬歴の大部分を記録として残すことができないかという発想でした。

一方で、「対人業務」とひとくくりにしてしまうのではなく、何が患者さん

のためになるのかを適切に見極めることも重要ですよね。例えば、患者さ

んへの情報提供。患者さんの立場からすれば、お薬やご自身の健康に関し

て多くの方が無関心なんです。少なくとも、常時気にしているという方は

極めて少数。そうした方々の“健康意識”をどうやって高めていくか。

みんなに向けた情報ではなく、患者さん一人ひとりに“自分のことだ”と

思ってもらえる情報提示なのかな。何を伝えるかだけでなく、伝え方の工

夫であったり提示するタイミングであったり。そうした各個人にパーソ

ナライズした情報提供は、ITが得意とするところだと思います。

とても重要なポイントだと思います。むしろ、これからの薬剤師にとって

カギとなるのは、薬学的な「判断」と患者さんの意識や行動を変えうる「伝

え方」になると言ってもいい。現在、日本の医療は地域包括ケアや自助の

方向性に進みつつあるわけですが、ある意味それは自分の健康を自分た

ちで担保することが必要になるということ。その世界において、お薬のこ

とはもちろん健康に関して頼ることのできる専門家として薬剤師が重要

な役割を担える可能性は大きいと思います。

中尾

工藤

永瀬

中尾

変化が問われる時代に、薬局・薬剤師は何をすべきか。

中尾 豊 （右）

武田薬品工業株式会社でMRに従事した後、株式会社カケハシ
を創業。全国の調剤薬局を訪問しリアルな現場を目の当たりに
した経験をもとに、Musubiを発案する。事業活動の傍ら、政府
主催の未来投資会議 第1回産官協議会「次世代ヘルスケア」会
合への参加等も。

永瀬 彩夏 （中）

慶応大学薬学部を卒業後、大手調剤薬局チェーンに就職。大規
模病院の門前から在宅・施設向け業務まで薬剤師としてキャリ
アを重ねる一方で、患者さんと薬局・薬剤師の関係をより良く
変えていける道を模索するように。そんななかで中尾と出会い
Musubiのビジョンに共感し、KAKEHASHIに入社。現在は
Musubiのサービス企画に携わりながら、知人の薬局にて薬剤
師としての勤務も続けている。

工藤 知也 （左）

金沢大学大学院医学系研究科がん医科学専攻修了。ケンタッ
キー大学医学部博士研究員を経て、臨床への強い関心から調剤
薬局へ。その後、中尾と出会い、医療の仕組みそのものにアプ
ローチする仕事を志すようになりKAKEHASHIへ。現在はサー
ビス企画からユーザーへの導入支援まで幅広く携わる。

 



お客様からの声
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書いただけの薬歴から、“使える薬歴”に進化

田辺薬局

取締役

佐藤直樹さん

薬局・薬剤師から患者さまへの情報提供の“厚み” が問われるようになるなかで、その時流を捉えたシステムだなというのが

Musubiの第一印象。画面タップで薬歴の下書きが作れること以上に、患者情報（患者サマリ）に軸足を置いたシステムになっ

ていることに強く共感しました。患者情報を更新すると、それにあわせて提案される指導例文も変わるという仕組みが素晴ら

しいなと。それからやはり、画面タップでどんどん薬歴を自動記録してくれるのも大きいです。今まではSで1行、Oで1行、Aで

2～3行と何度もEnterキーを叩いていましたが、今はトータルで2～3行入力すれば完了。キーボードをさわる時間が圧倒的

に減った実感があります。

目の前の処方薬だけでなく、患者さまの背景にまで目を向けることは、これからの薬剤師にとって不可欠な姿勢だと思います

し、それを自然と促してくれるMusubiというシステムに伸びしろを感じます。「薬歴を、ただの記録で終わらせてしまってい

いのか？」という課題意識に、いよいよ手が届いた気がしています。

向き合える患者さんの数が増え、服薬指導の質も向上

おづ薬局

代表取締役

福田宗貴さん

薬歴作成が早くなったことで、スタッフの数はそのままに、対応できる患者さまの数が増えました。目に見えて変わったのは、

施設在宅の対応数。以前より施設在宅で50名ほどの患者さまを受け持っていたのですが、正直これまでのやり方ではその人

数が限界だったんです。ところがMusubi導入後、居宅在宅が5件、特別養護老人ホームが1件増え、新たに100名分の処方箋に

対応するようになりました。明らかに、薬歴作成の効率化によって生まれた成果です。また、薬局での服薬指導にも変化が生じ

ています。Musubiの画面をお見せしながら説明することで、患者さまが集中して話を聞いてくださるようになったんです。コ

ミュニケーションもスムーズになりましたし、指導が伝わっている手応えも感じられるようになりました。患者さまお一人あ

たりの対応時間は伸びていますが、これは「役に立つ話をしてもらえるから、またおづ薬局に行こう」と思っていただくために

必要なことだと前向きに捉えています。

外来業務の薬歴残業がゼロに。患者満足度への好影響も

福岡保険企画

代表取締役社長

坂口裕子さん

当薬局では複数の診療科を受診される患者さまが多く、現場は多忙で常にギリギリの状態。午前中はすべてのカウンターが常

に患者さまでいっぱいです。必然、患者さまの待ち時間も長くなり、できる限りその短縮に努めようとするほど、なおさら薬歴

作成が負担になります。以前はレセコン一体型の電子薬歴を使っていたのですが、結果的に薬歴残業が常態化してしまってい

ました。

初めてMusubiのデモを見て感じたのは、「これはまず、薬剤師の負担軽減になるな」と。書く時間が減ってその分を指導に回せ

るのと、加えてもう一つ、文章作成の得意不得意で薬歴の仕上がりにどうしても差ができてしまっている部分もあり、その解

消にもつながるだろうと。

実際、薬歴にかかる時間は、圧倒的に短くなりましたね。外来業務での残業申請は、今やゼロになっています。でき上がる薬歴

のレベルも変わりました。年を追うごとに薬歴の算定要件は厳しくなっており、その基準を手書きで満たせる薬局は現実的に

ほぼ存在しないと思います。今後はもう、Musubiのようなシステムを使うことは薬局経営の前提条件になっていくでしょう。

在宅での患者コミュニケーションだけでなく、薬剤師のマインドにも変化が

まんまる薬局
株式会社hitotofrom

代表取締役

松岡光洋さん

特に気に入っている点が2つあって、1つは在宅報告書のドキュメントのデザイン。Musubiのドキュメントは、本当に伝えるべ

きことが項目として一番上に置かれているのですが、これは薬剤師の現場を深く理解したうえで、どうすればより良く機能す

るのか、きちんと考えられているからこそのデザインだと思います。もう1つは、Musubiを使うことで自然と薬剤師の顔が上

がり、患者さまの目を見て指導できるようになること。指導せんを下に置いてうつむいて話すと、患者さまから見た印象だけで

なく、薬剤師の気持ちまで下がってしまう。Musubiの画面を一緒に見ながら、顔を上げてお話するようになるだけでも、患者さ

まとのコミュニケーションの質は変わります。

システムによって薬歴や報告書をつくる時間が削減されたとして、大事なのはそこで生まれた時間を何のために使うのか。そ

ういう意味で、スタッフの一人が自ら「自分は褥瘡（じょくそう）のスペシャリストを目指す」と宣言し、行動に移しはじめたの

は非常に嬉しい出来事でした。自発的に勉強し、実際にドクターの往診同行で「この症状にはこの被覆材のほうがあうので

は？」と積極的に提案するなど、頼れる存在になってくれています。

年齢を選ばず、負担が軽減。親身なサポートのおかげで不安はゼロに

ハートフル薬局

代表取締役

小山智さん

当薬局では一人ひとりの服薬指導時間を長くとるようにしています。しかしその分、薬歴を記載する負担が大きかった。紙薬歴

を使っていたので記載にとても時間がかかってしまい、長時間の残業となってしまうことも。それが今ではほとんどなくなり

ました。家庭を持っているスタッフが多いこともあって、本当に助かっています。

使う人の年齢を選ばないこともMusubiのポイントですね。ベテラン陣も含め、みんな1カ月程度で操作に慣れました。それか

ら、サポートも素晴らしい。疑問点を問い合わせた際には、とても親身に回答してくれています。困ったときにすぐ頼れる先が

あるのは、非常に大きな安心材料です。正直、導入した当初は不安もありましたが、振り返ってみると心配は無用でしたね。今で

はむしろ信頼のほうが大きくなっています。Musubiならではの健康アドバイスも、服薬指導の際に活用できるのはもちろんの

こと、新しいアドバイスがどんどん追加されるので、自分自身の学習にも役立っています。薬局薬剤師として40年働いていま

すが、それでも勉強になったと感じることは決して少なくないですね。

Musubiは、薬剤師本来の役割を果たすための“余裕”を生み出してくれる

せり薬局

射手矢雄一さん

余裕ができましたね、明らかに。以前は別の薬歴ツールを使っていましたが、すべて手入力。しかしMusubiであれば、ハイリス

ク加算の文言や、低血糖や脱水といった注意の必要な指導内容など、画面タップですぐに記載できます。患者さまごとにお伝え

すべきポイントがきちんと押さえられているので、服薬指導も薬歴も単調な内容になることがありません。そういう意味では、

薬歴ツールというよりむしろ「服薬指導のパートナー」としての有用性を強く感じています。ただ文章として記録に残すだけで

なく、患者さまと薬剤師との間をつないでくれる存在、そんなイメージです。

患者さまと近い距離でお話を続けていると、「この薬を飲む理由が初めてわかった」と仰る方もいらっしゃいます。処方箋にな

いお薬のお話をしたり、気になっている症状のお話をしたり、そうするうちに「今度は主人も連れてくる」と、ご家族一緒にこち

らにいらっしゃるようになった方もいらっしゃいますね。でも、これって決して特別なことではないと思うんです。そもそも、

これが私たち薬剤師の当たり前の仕事。本来の役割を果たすために必要な余白を、Musubiは生み出してくれます。

業務効率アップ

薬歴の質向上 紙薬歴から切替

スキルアップ

薬局経営改善

対人業務の充実
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Q.1 レセコンとの連携は？

NSIPS®に対応しているレセコンとの連携が可能です。多数のレセコンメーカーとの連携実績がありますのでご安心ください。

※NSIPS®とは日本薬剤師会が提案する、薬局向けの各種調剤システムを連動させるための共有仕様です。
※NSIPS®（エヌシップス）は公益社団法人日本薬剤師会の登録商標です。

専門紙 日経ドラッグインフォメーション
 日経デジタルヘルス
 PHARMACY NEWSBREAK
 Beyond Health
 薬事日報
 ケアネット
 ドラッグマガジン

ビジネス誌 週刊東洋経済
 週刊ダイヤモンド
 Forbes JAPAN
 PRESIDENT

一般紙 日本経済新聞
 日経産業新聞
 産経新聞

テレビ テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」

Q.2 パソコンやタブレットを用意する必要は？

弊社から最適なタブレットPCをご提供します。Musubiの機能を最大限に活かせるタッチパネル式のデバイスです。

Q.3 いま使っている電子薬歴から切り替える手間がかかりそう…

切り替えの手間を軽減する仕組みをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

Q.4 音声認識との併用は可能？

他社の音声認識デバイスとの併用実績があります。

Q.5 薬歴の入力形式は？

SOAP形式の薬歴の下書きが自動作成されます。作成された内容は、時系列で確認できます。

Q.6 IT機器の導入が不安……

事前の準備から当日の設置まで、専門のスタッフが細かくサポートしますのでご安心ください。

会社名 株式会社カケハシ
 KAKEHASHI Inc.

設立 2016年3月30日

役員 代表取締役社長 中尾 豊
 代表取締役CEO 中川 貴史
 取締役CTO 海老原 智
 社外取締役 倉林 陽
 社外取締役 福島 智史

株主 カケハシ経営陣
 DNX Ventures
 Globis Capital Partners
 STRIVE
 伊藤忠商事株式会社
 Coral Capital
 ジャパン・コインベスト3号投資事業有限責任組合
 千葉道場ファンド
 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ
 Salesforce Ventures
 電通ベンチャーズ
 Aflac Ventures LLC.
 PHC株式会社
 Sony Innovation Fund by IGV
 SMBCベンチャーキャピタル
 みずほキャピタル

資本金 45億3,835万円（資本準備金を含む）

事業所 〒104-0045 東京都中央区築地4丁目1-17 銀座大野ビル9F

電話番号 03-5357-7853

FAX番号 03-4243-3135

事業内容 調剤薬局向けサービスの開発・提供

「B Dash Camp 2018 Spring in Fukuoka」Pitch Arena 優勝

富士通主催「アクセラレータプログラム 第6期ピッチコンテスト」最優秀賞

日本M&Aセンター主催「その発想が、未来をひらく。STARTUP PITCH NIGHT」優勝

経済産業省主催「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2019」グランプリ

グッドデザイン賞2019年度受賞




