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少子高齢化の波は，日本をはじめとする先進国に続き，
アジア諸国にも及んでいくと予想されている。

適正な医療・介護費の下，高齢化に伴う健康リスクの上昇を抑え，
社会の活力を保ち続けるうえで，鍵を握るのはヘルスケアである。

きめ細かな検査と健康管理による病気予防，早期診断，早期かつ低侵襲の治療により，
QOL（Quality of Life）を維持・向上していく。

日立グループはこうしたヘルスケアの実現に貢献していくため，
画像診断，体外診断，情報，治療，サービス・創薬支援の各分野において，

技術開発と製品・サービスの提供に力を注いでいる。
健康と安心を守るインフラとして，これからの世界でいっそう重要性を増していくヘルスケア。

日立グループは，先進のシステムとソリューションで，
この21世紀の社会インフラを支えていく。
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message from the planner

レントゲン（独）は1895年にX線を発見し，1901年に
第1回ノーベル物理学賞を受賞しました。この発見から今
日の近代医学，とりわけ画像診断技術の発展が始まりまし
た。日立製作所はこの近代医学の発展とともに創業し，グ
ループとともに成長してきました。この間，国内初のペニ
シリン製造用培養槽（1940年代），生化学自動分析装置
（1970年），頭部用X線CT（Computed Tomography）（1975

年），また，世界初となる永久磁石形オープンMRI

（Magnetic Resonance Imaging）（2本ピラー）（2002年）や，
陽子線治療装置でのスポットスキャニング治療の実用化
（2008年）など，それぞれの節目で医療技術の発展に貢献
してきました。
今日の高齢化の進展，医療費の高騰，健康へのリスクの

増大といった世界的潮流の中で，日立グループはヘルスケ
ア事業を「21世紀の健康・安心社会を支える社会イノベー
ション事業」ととらえ，積極的に推進しています。本特集
では，画像診断，体外診断，情報，治療，サービス・創薬
支援と5分野に分類したヘルスケア事業，および研究開発
の中から日立グループを代表する事例について紹介してい
ます。
「special report」では，日立グループとして初めて海外に
陽子線治療施設を建設した，世界トップクラスのがん専門
病院として知られる米国テキサス州立大学MDアンダー
ソンがんセンターのジェームズ・コックス教授にインタ
ビューしました。日立の現地メンテナンススタッフを交え
たお話では，陽子線治療に対する熱い思いを感じていただ
けることでしょう。続く，「special talk」では，循環器内科
医で，政府審議会などの委員としてもご活躍されている東
京大学大学院医学系研究科の永井良三教授に，「21世紀の
ヘルスケアの考え方，将来像と企業への期待」というテー
マで日立製作所の森和廣執行役副社長と語っていただきま
した。その中で，永井教授は今後の予防法の開発に重要と
なるゲノムコホート研究の考え方ともつながる「現場の重
要性」や「集団の中での評価・検証の重要性」を強調され，
非常に参考になります。
本特集を通じて，ヘルスケアシステム・ソリューション

分野における日立グループの取り組みが，読者の皆様の一
助になれば幸いです。
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