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ヘルスケア・コミッティー株式会社

健診データから200パターンの組み合わせの
OneToOneバリアブル健康情報冊子を作成

代 表取締役 社長
西川 昌人 様

生 活 習 慣 病 の 保 健 指 導 情 報を
バリアブル冊子で提供

情報提供から保健指導までのトータルな予防サービスを提供する、予防医療
のリーディングカンパニーを目指すヘルスケア・コミッティー株式会社。
同社では、健康保険組合・共済組合・国民健康保険などへのコンサル業務
や組合員への生活習慣改善指導など多岐にわたって予防医療に関する
サービスを提供しています。
そのひとつとして、健康診断データを元にその人に合わせた生活習慣病に
関する情報をバリアブル冊子で提供するサービスを実施しています。この
バリアブル冊子の製作で《FormMagic Server》が活躍しています。
今回はヘルスケア・コミッティー株式会社の代表取締役社長 西川 昌人様、
およびソリューション開発運営部 小林 穣部長に、《FormMagic Server》
導入の経緯や効果についてお伺いしました。
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