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地球環境を取り巻く現状と

価値の源泉

目指す姿と推進力
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戦略と資源配分

サステナビリティ／
ガバナンス

データセクション

当社の環境に対する考え方
気候変動による海水面の上昇や異常気象の発生、

環境

陸上や海中資源の枯渇、森林破壊、水の汚染・枯渇、
生態系の変化などの問題が、
地球規模で深刻化して
います。社会の持続的な発展には経済活動と環境課
題解決の両立が必須であり、今すぐさまざまな対策
を講じていくことが喫緊の課題です。

事業を通じた社会課題の解決

富士フイルムグループの創業の原点である写真
フィルムは、その製造に清浄な水や空気が不可欠

持続可能な
地球環境を
未来に引き継ぐ

です。また、一生に一度のシーンをおさめた撮り直
しのきかない製品であることから、お客さまに信頼
を買っていただく商品と捉えて、ステークホルダー
からの信頼を重視した経営を行ってきました。創業

ものづくりにおける
カーボンニュートラル
モデルの確立

富士フイルムホールディングス株式会社
ESG推進部
環境・品質マネジメントグループ長

中井 泰史

以来、環境配慮・環境保全、地域とのコミュニケー
ションは
「企業活動の根幹を成す」
ものであり、当社
はこの考え方に基づいて企業活動を行っています。
脱炭素への取り組みは、昨今では企業がグローバルビジネ
スに参加するための資格の一つとなっています。サプライ

新たな脱炭素目標を掲げ、
気候変動への対応を強力に推進する

“Green Value Manufacturing”
では、
カーボンニュート
ラル生産の実現が柱の１つです。

チェーンの川上に位置する素材・化成品産業にとって、CO 2

当社の使用エネルギーの約50％は燃料で、そのほとんど

排出削減は欠かせない取り組みであり、
富士フイルムグループ

が天然ガスであり、残りの約50％が電力です。これらの使用

はその責任を果たす使命を強く認識しています。

エネルギーによるCO2排出を2040年度に実質ゼロをとする

当社は2021年12月に新たな脱炭素目標を掲げ、環境戦略

目標」
に整合した新たなCO2排出削減目標を設定し、自社が

新たな環境戦略
“Green Value Climate Strategy”で

“Green Value Climate Strategy”
を策定しました。
この環境

使用するエネルギー起因のCO2排出を実質的にゼロとする

は、CO2排出量の多い事業から単に撤退するのではなく、社

Scope1の燃料では、エネルギー供給システムの効率化を

戦略の骨子は、環境負荷の少ない生産活動
“Green Value

時期をこれまでの目標から10年早め、2040年度へ変更しま

会的ニーズに対する供給責任を果たしながら現行事業の低

進め、その上で、CO2排出を実質伴わない燃料の新規技術探

Manufacturing”の 推 進と、優 れた 環 境 性 能 を 持 つ 製 品・

した。実 現 に 向 け たロ ードマップとして、2030年 度 には、

炭素化と低炭素ソリューションの開発・提供を通して、脱炭素

索と開発・導入を進めることで、燃料起因のCO2排出ゼロを目

サービスである
“Green Value Products”の創出・普及で

2019年度比で50%の削減を目指します。さらに、原材料調

社会の実現を目指します。当社の持つ技術を生かしながら

指します。生産プロセス改善による省エネルギー化は、燃料

あり、事業プロセスにおける環境への配慮と事業を通じた環

達から製造、輸送、使用、廃棄に至るまでの自社製品のライフ

脱炭素に向けて必要な投資を実施していく上で、
インターナル

でも電力でも重要な活動です。ITを活用した生産プロセスに

境課題の解決との両輪で事業活動を進めます。

サイクル全体におけるCO2排出量についても、2030年度まで

カーボンプライシング
（ICP）
制度も活用しており、
投資対効果を

おけるエネルギー効率の見える化や、製造条件に踏み込んだ

に2019年度比で50%削減する目標へと上方修正しました。

十分に吟味し、施策の優先度をつけながら意思決定を行って

設計を行い、省エネルギーを実現していきます。

脱炭素目標に関しては、パリ協定で定められている
「1.5℃

います。対象領域は、設備投資・M&A、再生可能エネルギー

1

自社が使用するエネルギー起因
（Scope1+2※1）
のCO2 排出
2040年度に実質ゼロ化達成
（従来目標：2050年度）
（2030年度は2019年度比50%減）

2

製品ライフサイクル全体における
CO2 排出削減
2030年度に2019年度比50％減
2013年度比65％減に相当
（従来目標：2013年度比45%減）

調達などで、2022年度より運用を開始しています。
当社は、2002年から全ての製品・サービスにおいて、気候
変動対応、資源循環の促進、有害物質の削減・代替化、廃棄物

目標を設定しています。

Scope2の電力では、グローバルで再生可能エネルギー電
力への切り替えを進めていきます。また、地理的な条件が
整っている拠点では、再生可能エネルギー発電設備の設置も
重要な選択肢です。

削減などの視点で環境に配慮した設計を実施しており、環境
配慮に関する一定の基準を満たした製品・サービスを、富士
フイルムグループ
「Green Value Products」
として認定し、
外部開示しています。
「 Green Value Products」
認定制度

製造
（Scope1+2）

2013年度比31%減

は、客観性、信頼性、透明性を担保するために、国際標準である
ISO14021自己宣言ラベルに準拠するとともに、社外の有識

製品ライフ
サイクル全体

者から意見をいただいている制度で、2018年度から運用を

2 2019年度比50%減※2
1（Scope1+2）

調達・輸送
使用・廃棄

2040年度に
実質ゼロ化達成

開始しました。2030年度に向けた目標として、全社売上高に
占めるGreen Value Products売上の構成比を、2021年度
実績の30%から60％まで高めていくことを目指します。

2013年度

2019年度

2030年度

2040年度

▲神奈川事業場足柄サイトの水源とかん養林

※1 Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
（燃料の燃焼、工業プロセス）
, Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
※2 2013年度比65％減に相当
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価値共創ストーリー

01
世界各地の拠点で挑む
カーボンニュートラル

電力の脱炭素化
1

価値の源泉

電力の脱炭素化、再生可能エネルギー電力への転換では、事業場所在地の社会的要因と地理
的要因を考慮し、事業プロセスに基づく供給容量、供給安定性、経済合理性などを評価しま
す。そして、再生可能エネルギーの導入機会をグローバルに探索し、導入を進めています。

FUJIFILM Eco-Manufacturing (Suzhou) Corp.
（中国・江蘇省蘇州市）

当社は複合機のリサイクル拠点として、
中国国内の使用済み複合機や

特集

目指す姿と推進力

戦略と資源配分

価値共創ストーリー

サステナビリティ／
ガバナンス

データセクション

他社との協業を通した取り組みの推進
ものづくりにおけるカーボンニュートラルモデル概念図

再生可能エネルギー

市の排出 CO2 削減
市内での再生可能エネルギーの普及・拡大

南足柄市

カーボンニュートラル工場としての操業を開始しました。敷地内に新たに

トナーカートリッジなどの再生・再資源化と新品部品の製造を行っていま

設置した太陽光発電設備により使用電力の約90%を賄い、残りの10%

す。2022年7月に、
100%再生可能エネルギー由来の電力を使用した

は再生可能エネルギー証書※1が適用された電力を購入しています。また、

富士フイルム
足柄サイト

工場の屋根を太陽光発電事業者に貸し出し、
事業者がソーラーパネルの
設置や保守を実施し、
当社がその事業者から電力を購入するスキームと

ものづくりのカーボンニュートラルモデルの実現
自社工場での再生可能エネルギーの普及・拡大
●エネルギーを効率よく生産に生かすオペレーション
●カーボンニュートラル燃料製造に貢献する材料技術

したため、
大規模な設備投資を必要とせずに再生可能エネルギー由来の
電 力 へと切り替えることができました。中 国 の 販 売 会 社FUJIFILM
Business Innovation (China) Corp.と連携し、再資源化よりも環境負

水電解装置

荷の低減が見込まれる使用済み製品の再生強化プロジェクトも推進して
FUJIFILM Eco-Manufacturing (Suzhou) Corp.

H2

再生可能エネルギー

います。再生可能エネルギー由来の電力を使って再生品を製造する、環

総経理 山中 尚登
管理部 古川 陽大

CO2 分解回収

境に配慮した工場として、
循環型社会の実現に貢献していきます。

ガス消費機器

※1 再生可能エネルギーによって発電された電力の
「温室効果ガスを排出しない」
という環境価値を証書化したもの
世界各地の拠点で挑む
カーボンニュートラル

2

東京ガス

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.
（オランダ・ティルブルグ市）

写真感光材料やオフセット印刷用刷版、
培地などの製造を行う当社は、

合成メタン

CO2

合成メタンの社会実装に向けた取り組みを加速
●メタネーションや水素などに関する最先端の技術
●再生可能エネルギーの普及・拡大に関するノウハウ・知見

▲東京ガス株式会社と神奈川県南足柄市と合同で開催
した記者説明会にて

風力発電となる電力の脱炭素化を達成しています。今後は電力だけでな

2011年に敷地内に設置した5基の風力発電機が工場の使用電力の

く、
燃料も含めたカーボンニュートラル生産に向けて、
使用エネルギーの

25%を、残り75%を風力発電事業者からの購入で賄うことで、
100%が

選択肢から天然ガスを除いていきます。まずは製造に必要な蒸気を生成
するボイラーの稼働数を減らし、
燃料使用量を削減し、
将来的には再生可
能エネルギー由来の電力で加熱を行う電気ボイラーに設備を変更する

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.
President & Managing Director
Albert van Maren

メタネーション装置
水素

世界各地の拠点で挑む
カーボンニュートラル

3

富士フイルム株式会社 神奈川事業場（小田原サイト・足柄サイト）

足柄サイトで製造するディスプレイ材料や感光材料の工程では、電力に

水素、合成メタンなどのCO2を実質排出しない燃料の実用化には新たな

ことによって、天然ガスの使用量をゼロにしていく予定です。そのほか、

加え、製膜・塗布後の乾燥などのために高温の熱が必要です。私たちは、

インフラ整備や技術開発が必要であると同時に、その製造のためには多く

水資源保全のため、製造プロセスでの水投入量の削減と水の再利用を

2022年4月から東京ガスと南足柄市と連携した
「メタネーション」技術の

の再生可能エネルギー由来の電力を要します。再生可能エネルギー由来の

促進しています。現在、
敷地内で近隣3企業と共同使用している廃水処理

活用による、CO 2を実質排出しないカーボンニュートラル（CN）生産の

電力は、従来に比べ普及が進んでいるものの、その供給量は素材産業に必

設備についても、処理技術の向上を図ることで、将来的には生産用途に

実現に向けた取り組みを本格化しています。

要なエネルギー全体を賄える状況にはありません。そこで経済合理性を成

再利用することを目指しています。地域社会に貢献する企業として、
環境

り立たせた上でこの貴重なエネルギーを最大限有効にものづくりに生かす

課題への取り組みを一段と加速していきます。

ため、製造工程全体を見直し、製造方法自体の変更やエネルギー使用量の
大幅削減が可能な処方設計など、
これまでの常識にとらわれない施策を検
討すると同時に、革新的な省エネルギー技術の開発・導入を目指しています。

02

富士フイルムグループの「カーボンニュートラルモデル工場」
として、

燃料の脱炭素化

燃料の脱炭素化は、当社のみならず、高温プロセスを用いる素材産業共通の課題です。燃料
は、高機能フィルムの生産プロセスにおいて必須のもので、製膜・乾燥などの生産工程では高
温蒸気を用いて高温状態を維持する必要があります。これらのプロセスで必要な熱量と温度
は、電力よりも燃料の使用が効率的な領域であるため、燃料の有効活用が欠かせません。現
状、熱と電力を同時に効率よく生成するコジェネレーション自家発電装置により、高いエネル
ギー効率を実現しており、今後さらなる技術開発によって燃料の脱炭素化を進めていきます。

省エネルギー化とCO 2 排出を伴わない燃料の活用に向けた新規技術
富士フイルム株式会社
神奈川事業場（小田原サイト・足柄サイト）
事業場長 植松 健二

開発を両輪で進め、バリューチェーン全体や地域における脱炭素社会の
実現に貢献していきます。

環境配慮設計を進化させ、社会課題の解決を目指す

2022年3月、当社は、高機能フィルムの生産プロセスで

フィルムの主力生産拠点の神奈川事業場足柄サイトが立地

必須な燃料の脱炭素化を実現するために、東京ガス株式会社

しており、
この協定を通して、エネルギー利用者とエネルギー

富士フイルムグループは、
事業場での環境保全の活動ととも

密度を実現した準固体電池はそのニーズに合致します。バイオ

ならびに神奈川県南足柄市の三者で、
「 脱炭素社会の実現に

事業者、そして地方自治体が協働し、ものづくりにおけるカー

に、製品・サービスでの環境配慮設計を通じて、事業プロセスに

エンジニアリング技術の応用として水素酸化細菌を用いたCO₂

向けた包括連携協定」
を締結しました。この協業においては、

ボンニュートラルモデルを創り出す先進的な取り組みを開始

おける社会・環境への配慮を実践してきました。CO₂ 排出を削

の有用物質への変換は、有効なCO₂ 排出削減方法の１つと考

当社と、
メタネーション や水素をはじめとする最先端の脱炭素

しています。そして将来的には、本協定の下、
カーボンニュート

減し、
気候変動を抑制する
「緩和策」
と、
すでに進行している異常

えています。また気候変動は人の健康にも大きな影響を与える

化技術を保有する東京ガス、そして、
カーボンニュートラルの

ラルなまちづくりやエネルギーの地産地消などさまざまな

気象の影響に社会が適応するための
「適応策」
を推進する上で、

ことが報告されており、当社が進めている医療従事者の負荷

実現に向け、市内のCO2排出削減を加速させる南足柄市の

項目で連携を深め、近隣企業や自治体をはじめとした協業

これから社会に起こり得る大きな変化に対し、当社はコア技術

軽減や医療アクセスの向上に貢献するソリューションの充実が

三者が協働し、
ものづくりにおけるカーボンニュートラルモデル

パートナーの拡充も視野に、地域単位での脱炭素社会の実現

を発展させ、各事業分野でソリューションを提供できるものと

一層重要になります。このように当社は、将来の社会を構想し、

の確立を目指すものです。神奈川県南足柄市は、
当社の高機能

に向けて取り組んでいきます。

考えています。例えば、季節や天候で変動する自然エネルギー

環境配慮設計の仕組みを発展させることにより、製品・サービ

の利用には蓄電技術が必須ですが、高い安全性とエネルギー

スを通じた社会課題の解決への貢献をさらに高めていきます。

※2

※2 水 素とCO2を化学反応させ、都市ガスの主成分であるメタンを合成する技術。合成されたメタンの利用によって排出されるCO2が合成に用いるため分離回収された
CO2でオフセット
（相殺）
されており、
メタネーションにより製造したガスの利用では実質的なCO2排出量は増加しない。
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戦略と資源配分

サステナビリティ／
ガバナンス

データセクション

社会を取り巻く医療課題
世界の多くの国・地域で高齢化が進む中、人

健康

口増加に伴って各国・地域の医療費は増大して
います。一方で、世界の医療費の8割程度を先

健診サービス事業を推進する担当者のメッセージを紹介します。

進国が占めるなど、
医療サービスの地域間格差
が存在しています。また、新型コロナウイルス
感染症の拡大によって、世界での医師・看護師

事業を通じた社会課題の解決

の人材不足も顕在化すると同時に、
医療現場で

世界中の人々が
より良い医療を
享受できる未来を創る

の過酷な労働環境が社会課題となっています。
これらの課題がある中で、富士フイルムグ

世界に予防医療の
文化を届けたい

富士フイルム株式会社
メディカルシステム事業部
モダリティソリューション部
新規ビジネス マネージャー

守田 正治

ループは、医療AI技術を活用した製品・サー
ビ スを2030年 度までに世 界196の 全 て の
国・地域に導入し、医療アクセスの向上を実現
することを長期目標として掲げています。
日本で一般的に行われている健康診断や人間ドックは、

新興国におけるがん・生活習慣病の早期発見に貢献
2021年２月にインド南 部 の ベ ンガ ル ー ル に 開 設した
「NURA」
では、高精細な診断画像を提供する当社の医療機器
やAI技術を活用したITシステムなどで医師の診断をサポー

付加し、近隣の住民や企業・医療施設関係者などに提供する

現地法人FUJIFILM Middle East FZEに駐在していた際、

ことにしました。

年に1回健康診断のために日本に一時帰国をしていました。
一方、一緒に働く現地の同僚には、定期的な健康診断の文化が

また、サービス水準をより高めるため、日本の健診時間より
も短縮化し、約120分で全ての検査が完了する上、その場で

定着しておらず、健診サービスを提供する施設が十分に整備

医師から健診結果の説明を受けることができるよう、工夫しま

されていない現状に強い問題意識を持ちました。

した。そして、ベンガルールでの健診サービスを通じて得た

また、
当社は2011年ごろからメディカルシステム事業の収益

知見をもとに、グルグラムやムンバイでは、受診者がスマート

提供しています。2022年7月には2拠点目を首都近郊のグル

を継続的に得るためのビジネスモデルの構築を目指す中で、

フォンで診断結果を確認できる仕組みや、二次元コード付き

グラムに、同年10月には同国最大都市のムンバイにも新たに

健診センター事業の立ち上げを検討していました。海外生活を

リストバンドで各受診者の検査進捗を管理し、待ち時間を

開設します。

通じた私の問題意識と、
会社の事業の方向性が重なったことで、

短縮するフローを導入するなど、利便性を追求し、日々改善を

リーズナブルな価格で高精度の健診サービスを提供する
「NURA」

重ねています。日本流のおもてなしの精神に基づくサービスや

を立ち上げるための、大きな原動力を得ることができました。

心地よく洗練された空間も好評で、利用者からの口コミを

課題解決に貢献する活動として評価され、日本の経済産業省
から
「アジアDX促 進 事 業 」に採 択されました。また、受診 者

設立に向けては、インドの大手ヘルスケア企業で、インド

富士フイルムグループは、
誰もが医療サービスを身近に受け

2,000名の胸部CT画像データを活用して、病変の見落とし

や中東で病院やVISA検診センターを展開するDr. Kutty’
s

ることができる医療インフラの整備や、
医療の質向上を推進し、

防止や読影スピードの向上など、画像診断支援AI技術の有効

Healthcare (以下、
DKH社)の経営陣と、
「NURA」
の構想段階

「NURA」
の開設時には、
新型コロナウイルス感染症の拡大な

疾病の予防や早期発見を重視する、
健康的な社会を作っていく

性実証に向けた検証事業も行っています。今後は、ブロック

から私たちの思いを共有してきました。DKＨ社の創業者である

ど、
想定外の事態が発生し、
先行きに対するリスクに直面すること

ことを目指しています。当社の強みである画像処理技術やAI

チェーン技術を用いたデータ連携基盤を構築し、
「NURA」
の3

Dr. Kuttyやご子息のDr. Kasimをはじめ、
Kutty家の皆さんとは

※ 国際がん研究機関
（IARC）
のデータベース
「GLOBOCAN 2020」
より

技術、
世界でトップシェアを誇る医用画像情報システム
（PACS ）

拠点で得た健診データを、AI技術で分析し、受診者へのフィー

家族同然の交流を重ねながら、
インドの抱える医療課題の解決に

ドバックに活用する仕組みも実証していきます。

向けて共に歩みを進めてきました。そして、
富士フイルムが51%、

※ Picture Archiving and Communication System

Dr. Kutty’
s Healthcareが49%を出資し、
「NURA」
の運営母体

※

「SYNAPSE」
を核とする幅広い製品ラインアップを、新興国を
含む世界中に提供することで、世界の医療課題の解決に注力
すでに当社は、
AI技術を活用した製品を、世界83カ国以上の

がん罹患患者の5年生存率は日本では約7割であるのに対

医療機関に展開しており、
さらに2021年には、
この技術を直接

し、
インドでは約3割と言われています※。これは、がん検診など

エンドユーザーに届けるサービスとして、
インドでがん検診を

の健診サービスの普及の遅れから早期発見・治療が実現でき

中心とした健康診断センター
「NURA
（ニューラ）
」
を開設し、新

ていないことが要因の一つと考えられています。またインドで

興国での健康診断サービス事業を開始しました。

は、
がんの中でも口腔がんの罹患患者数や、
生活習慣病に起因

開発途上国における結核の早期発見診断システムの開発な

した。そこでベンガルールの
「NURA」
では、当社のCTやマンモ

ど、幅広い取り組みを推進することで、事業を通じた社会的価

グラフィー、内視鏡などのさまざまな医療機器や、AI技術を

FUJIFILM Holdings Corporation

幅広い年齢層の方々約4,500名にご利用いただきました。

する心筋梗塞の発症が多いことも調査の過程で分かってきま

今後、
こうした健診センターを新興国向けに展開していくほか、

値の向上と、その結果としての経済的価値の創出を図ります。

中心に、開設以来、2022年9月末までに、20代から80代の

となるFUJIFILM DKH LLPを2019年11月に設立しました。

しています。
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多くの国・地域では普及していません。私は10年前にドバイの

トし、高品質ながん検診や生活習慣病検査サービスなどを

「NURA」
の取り組みは、
デジタル技術を活用し新興国の社会

医療ITを活用し、健康的な社会づくりに貢献する

ビスのほか、口腔がんの検査や、心筋梗塞リスクの発見なども

▲2022年7月「NURA」
グルグラムサイトのオープニングセレモニー

▲医師によるコンサルテーションのイメージ

活用した医療ITシステムを導入し、
日本式の高品質な健診サー
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特集

価値共創ストーリー

価値の源泉

もありましたが、
DKH社やメディカルシステム事業部をはじめと
する関連部門、
FUJIFILM Indiaなどと総力をあげて
「モノ+コト
売り」
をベースとする
「NURA」
での価値提供を追求してきました。
直近では、
「NURA」
の内視鏡医を日本に招き、富士フイルム
の西麻布内視鏡センターで経鼻内視鏡のトレーニングを行う

目指す姿と推進力

特集
価値共創ストーリー

戦略と資源配分

サステナビリティ／
ガバナンス

データセクション

ともいえるのではないでしょうか。
「DXを活用して世の中になかった『コト」
を創り出したい。
そして、社会の役に立つ『コト」
を起点に、持続可能なビジネス
を生み出していく」
。このコンセプトの下、
「NURA」
を通じて、
社会的価値と経済的価値の創出を図っていきます。

など、サービス品質の向上に努めているほか、営業チームに
お いては法 人 向け健 康 診 断 の 大 型 商 談を獲 得するなど、
関係者一同、成長の手応えを感じる機会も増えています。

持ち運べる
CALNEO Xairで
世界の結核撲滅に挑む

今後はさらにインド国内のハイデラバードやチェンナイにも
拠点を開設するほか、
その他の新興国にも拠点を広げ、
2030年
までに世界で100拠点への展開を目指していきます。
また、
「 NURA」で得たノウハウも活用しながら、2022年
4月には、富士フイルムグループ従業員向け健診施設
「富士
フイルムグループ健康保険組合 富士フイルムメディテラス
よこはま」
を横浜みなとみらい事業所に開設し、定期健康診断
を実施しています。
「NURA」発の“リバースイノベーション”

▲NURAグルグラムサイトのスタッフ一同

2018年10月に発売した総重量約3.5㎏のポータブルX線撮
影装置
「CALNEO Xair」
は、もともと国内の在宅医療でX線検

「NURA」創設メンバーからのメッセージ
Dr. Kutty’
s Healthcareが長年ヘルスケア領域で培ってきた知見と、富士フイルム
グループの高精細な診断画像処理技術やAI技術とを融合した
「NURA」
は、人々の健康
増進に寄与しています。健康診断によってがんを早期に発見できれば、その後の効果的
な治療につながります。また生活習慣の改善によって生活習慣病を未然に防げます。
「NURA」の開設を通じて、定期健康診断を受けられる環境の整備と同時に、健康診断を
通じた予防的な健康管理への意識の醸成も図っていけるよう、活動しています。実際に
Dr. Mohamed Kasim
Executive Director, Dr. Kutty’s Healthcare
Vice President, Board Director
FUJIFILM DKH LLP (NURA)

「NURA」
の利用者からは高い評価をいただいており、大きな手応えを感じています。インド
では、健康診断の重要性は理解しつつも、早くからリスクは知りたくないという人が多い中、
健康診断を定着させるのは文化の変革でもあり、容易ではありません。しかし
「NURA」
のメンバーは先駆者としてこの大きなチャレンジにやりがいを感じており、人々の健康
増進を後押しできるよう、チーム一体となって貢献していきます。

AIを活用した最新テクノロジーと日本の年1回の健康診断文化を融合した
「NURA」
は、インド人の健康管理への姿勢を変えうる画期的な取り組みです。発症後の対応から
発症前予防へと人々のマインドセットを転換していく難しさを感じることも多々ありまし
たが、医療の品質の高さや日本流のおもてなしをベースとしたサービス展開に加え、
一 貫して革 新と進 化にこだわり続けたことでそ の 壁を乗り越え、昨 年1年 間を通して
「NURA」
は高い評価を得ました。世間からの注目も高まる中、企業や医師、保険会社など
Dr. Tausif Ahmed Thangalvadi
Medical Director & General Manager
FUJIFILM DKH LLP (NURA)

査を手軽に実現できるように開発した製品です。2019年8月、

仕様も満たしていることが確認されました。
WHOは、専門医が少なく人的リソースが不足している国

横浜で開催された第7回アフリカ開発会議
（TICAD7）
の併催

では、胸部X線画像にAI技術を用いてその場で結核感染の

イ ベ ント
「 日 本・アフリカビ ジ ネ スフォー ラム 」で、当 社 の

疑いがある人を見つけることを推奨しています。当社では、

「CALNEO Xair」
とデジタルX線画像診断装置
「カセッテDR」

独自開発した小型GPUオプション※2をつなげることで、AI技術

の組み合わせ
（以下、本携帯型X線撮影システム）
が各国首脳・

を活用し、胸部X線画像から結核の主な所見である浸潤影や

保健省大臣から
「結核検診用のX線撮影装置として使えない

結節の検出を支援するアプリケーションに動作環境を提供す

か」
と大きく注目されました。

ることで、撮影した場で解析結果を確認できるようにしました。

結核は、マラリア、AIDSと並ぶ世界三大感染症の一つで、

本携帯型X線撮影システムは、
コロナ禍における肺炎診断の

2020年には世界で推定1,000万人が結核に罹患し、
150万人の

ための胸部X線撮影装置として、
日本からODAの一環としてカ

方が亡くなっています。感染症の死因として新型コロナウイルス

ンボジアにも寄付されています。

感染症に次ぐ病気となっており、罹患者の約9割はアフリカや

さらに、当社は、装置の販売だけでなく、現地での専門家を

東南アジアなどの開発途上国に住んでいます。結核はその伝播

育てるトレーニングプログラム
「FUJIFILM Academy」
を実施

力と医療コストの大きさによって開発途上国の社会・経済活動に

するなど、結核の撲滅に向けて挑戦し続けています。

深刻な影響を与えていますが、結核スクリーニング検査を広く

※1 2001年にスイス・ジュネーブでWHOの傘下に設立された、
さまざまなパートナーと

実施することで、治癒可能・予防可能な病気でもあります。
の加盟国にて本携帯型X線撮影
「Stop TB Partnership 」
※1

連携して結核対策を行う連携機関、
マルチセクター・パートナーシップ
（連合体）
※2 ソフトウェアなどのインストール環境を提供する、
カセッテDRのオプション製品

システムを活用した結核検診の実証実験を行ったところ、
軽量・
小型でかつバッテリー内蔵で電源が不要な携帯性や、
高い操作
性から、電力インフラの整備されていない地域においても
有効な結核検診手段として推奨されました。一方、それまでは

との連携も進み、
「 NURA」の提供サービスも拡充されています。より健康的な世界を目

X線の屋外使用は認められていなかったため、当社もIAEA

指し、
「 2030年までに100拠点開設」
を目指し、インドから全世界へと
「NURA」
を拡げて

（国際原子力機関）
と連携し、本システムが活用できるよう

いけるよう、事業運営にまい進していきます。

本 製 品はIAEAとWHOが 連 名で発 表したX線 撮 影 の 推 奨

新ガイドライン策定に携わりました。その結果、2021年3月
24日の世界結核デーに合わせて、世界保健機関
（WHO）が

「NURA」公式サイトも併せてご覧ください。▶ https://nura.in
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発表した新ガイドラインでは、従来の喀痰検査に加えて新た
に胸部X線撮影による結核スクリーニング検査が推奨され、

▲トレーニングプログラム
「FUJIFILM Academy」
の様子
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