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シーメンスヘルスケアと Holoeyes による共同リリース 2019 年 9 月 27 日 

 

シーメンスヘルスケアと Holoeyes、医療 XR*を用いた診断・治療支援ツール

活用の推進に向けた提携を開始 

 

⚫ シーメンスヘルスケアの「teamplay Cloud Platform」を通して Holoeyes の医療 XR サービス

「HoloeyeXR」を提供 

⚫ CT、MRI 画像の 3 次元モデルを VR/MR 化することで、空間認知を伴う立体構造の把握、若手医師や研

修医などへの教育ツールとして活用できる。さらに、患者への説明や医学生の教育にも応用が可能 

 

シーメンスヘルスケア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社⻑：森秀顕、以下 シーメンスヘルスケ

ア）と Holoeyes 株式会社（ホロアイズ、 本社：東京都港区、代表取締役社⻑：谷口直嗣、以下 Holoeyes）

は、医療のデジタル化を通じて、臨床および医療教育分野における医療サービスの変革と患者のクオリティ・

オブ・ライフ（QOL）の向上を目指し、2019 年 9 月より提携を開始しました。 

 

今回の提携により、シーメンスヘルスケアの持つ多機能クラウドプラットフォーム「teamplay Cloud Platform

（チームプレイ クラウド プラットフォーム）」上で提供されるアプリケーション群に、Holoeyes の医療 XR

サービス「HoloeyesXR（ホロアイズ エックスアール）」が加わります。teamplay Cloud Platform を導入してい

る医療施設は、通信インフラを追加することなく、安全かつ簡便に HoloeyesXR サービスの利用を開始するこ

とができます。 

 

* XR: X Reality の略。VR（仮想現実）、AR（拡張現実）、MR（複合現実）などの技術の総称 
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医療 XR サービス「HoloeyesXR」 

HoloeyesXR は、CT や MRI のスキャンデータから 3 次元の VR（仮想現実）や MR（複合現実）のアプリケー

ションを自動生成し、医療コミュニケーションを革新するクラウドサービスです。大きな特⻑として以下の

点が挙げられます。 

・CT/MRI などの 2 次元データを 3 次元にし、VR/MR により体感できる 

・ポリゴンデータをアップロードするだけで最短 10 分で利用できる 

医療の現場では、CT や MRI などによって撮像された主に 2 次元の画像データを診断と治療に利用していま

す。しかし、2 次元のデータから得られる情報には限りがあり、特に治療前のプランニング等では 3 次元的

な理解が必要となることから、医師は自身の知識と経験を基に頭の中で 2 次元データを 3 次元化していま

す。これは、医師の業務に大きな負担となっています。同様に、医学生らの学びや患者説明の場において

も、2 次元データを 3 次元的に理解するために多くの労力が払われています。VR/MR のテクノロジーであれ

ば、容易に 3 次元的な理解が可能となるため、この状況が大きく改善されると考えています。 

HoloeyesXR は、2018 年 4 月の発売以来、すでに 60 の医療施設に導入、843 のケースで活用されています。

（2019 年 9 月現在） 

 

 

 

 

【以前】 

2 次元画像データを 

2 次元モニタで閲覧 

【現在】 

2 次元画像データを 3 次元化し 

2 次元モニタで閲覧 

【今後：HoloeyesXR】 

2 次元画像データを 3 次元化し

3 次元空間で体験 

 

 

医療用クラウドサービス「teamplay Cloud Platform」 

teamplay Cloud Platform は、医療におけるデジタルエコシステムの発展を視野に入れ、シーメンスヘルスケア

が開発した多機能クラウドプラットフォームです。これは、オープンでセキュアなクラウド環境を基盤にし

た仕組みであり、医療機関、医療従事者、患者、自治体、メーカーやパートナーを含むすべてのステークホ
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ルダーがつながり、連携し、よりよいアプリやサービスの提供や活用を促進していくものです。たとえば、

メーカーやパートナーは、開発したアプリやサービスをすぐに利用できる環境に接続でき、一方の医療従事

者は、必要に応じてそれをいち早く活用できるなどのメリットがあります。 

 

このたびの提携について、Holoeyes 代表取締役社⻑の谷口直嗣は以下のように述べています。 

「私たちのサービスは個人情報と切り離されたデータの流通で完結できるよう設計されていますが、導入側

となる医療機関は、そもそも外部のインターネット回線につながっていないという場合が多くみられます。

そのため、医療施設では、当社のサービスを導入するために特別にインターネット回線を用意するなどの工

夫が必要なこともありました。今回の提携により、多くの医療施設が、特別な措置を講ずることなく、シー

メンスヘルスケアのオープンでセキュアなクラウド環境を基盤として、私たちのサービスを活用できるよう

な環境構築を目指します。現場の医師が持つ『医療コミュニケーションの新たな可能性を患者のために活用

したい』という声に応え、医療経営や医療教育の観点からもデジタルトランスフォーメーションを促進して

いきたいと考えています。また、画像診断分野で豊富な経験と良質なデータを有するシーメンスヘルスケア

との協業により、より高品位な XR 技術の社会実装を目指してイノベーションに取り組んでいきたいと考え

ています」。 

 

シーメンスヘルスケア代表取締役社⻑の森秀顕は以下のように述べています。 

「Holoeyes とともに、医療 XR サービスを国内展開できることを大変光栄に思います。今回の提携により、

医療従事者の業務効率を向上させ医療サービスの質を高めるだけでなく、患者にとっても病状の把握が容易

となるため、ペイシェント・エクスペリエンスの向上に寄与することができると確信しています。私たち

は、医療のデジタル化を推進する上でデジタルエコシステムを柱のひとつに据え、オープンでセキュアな基

盤の提供と優位性の高いツールやサービスなどのコンテンツ拡充に取り組んでいます。今後は他領域のツー

ル展開も視野に入れており、医療従事者や患者はもちろん、多くのステークホルダーにこれまでにない価値

を実感いただき、医療サービスの有機的な発展をサポートしていきたいと考えています」。 
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報道機関からのお問い合わせ先 

Holoeyes 株式会社 

取締役兼 CSO（Chief Strategic & Sales Officer） 新城 

E-mail : kenichi.shinjo@holoeyes.jp 
 

 

シーメンスヘルスケア株式会社 

コミュニケーション部 勝谷、中川 

TEL: 03-3493-7616 / E-mail : takumi.katsuya@siemens-healthineers.com 
 

 

Holoeyes について 

Holoeyes は、プログラマー、外科医、IT ビジネスデザイナーというコアメンバーにより、医療領域の情報の非対称性を解

決するビジュアルコミュニケーションサービスの社会実装を目指すベンチャー企業です。患者の CT スキャンデータや

MRI データから３次元の Virtual Reality（VR）や Mixed Reality（MR）のアプリケーションを生成し、 医療分野におけるコ

ミュニケーションを革新するクラウドサービス「HoloeyesXR サービス」を展開しています。医療の隣接領域には、医学教

育や患者説明など幅広い活用の広がりがあり、そうした新たなる価値創造の実現を様々な事業者との連携によって生み

出していきます。そのビジョンと実績により、2018 年経済産業省の推進する J-Startup 企業に選出され、2019 年の G20 大

阪サミット国際メディアセンター内「JAPAN INNOVATION LOUNGE −HEALTH × INNOVATIO」にて世界に向けて日本の医療イ

ノベーションをアピールする企業として選出されました。 

グローバルサイト: https://holoeyes.jp/en/ 

日本のウェブサイト: https://holoeyes.jp/ 

 

Siemens Healthineers について 

Siemens Healthineers は、シーメンス AG より独立経営となったヘルスケア事業の新ブランド名です。 

「プレシジョン・メディシンの拡充」、「医療サービス提供の変革」、「ペイシェント・エクスペリエンスの向上」、「医療デ

ジタル化の推進」を通して、世界中の医療従事者がさらなるバリューの向上ができるようサポートしています。また、

Siemens Healthineers は医用技術におけるリーダーとして、診断・治療を目的とした医用画像技術から診断薬、遺伝子検査

分野に至るまでの事業領域で、製品やサービスを継続的かつ革新的に発展させています。さらに、医療の最前線にいる

方々の声をもとに、デジタルヘルスサービスや病院経営に関するソリューションも積極的に拡充しています。 

2017 年 10 月～2018 年 9 月末までの 2018 年度において、Siemens Healthineers の売上は 134 億ユーロ、純利益は 23 億ユ

ーロ、全世界の社員数は 5 万人でした。詳しい情報はこちらでご覧いただけます。 

グローバルサイト: https://www.siemens-healthineers.com/ 

日本のウェブサイト: https://www.siemens-healthineers.com/jp/ 
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