
 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

1 

 

 

 

 

 

 

非制限公開として登録された情報 

2020 年 7 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

2 

 

目 次 

（様式１）スクリーニング（検査／評価尺度） ........................................................................ 4 

京都府立大学 ............................................................................................................................................ 5 
株式会社ミレニア ......................................................................................................................................... 5 
株式会社創生 生体医工学研究所 ............................................................................................................. 6 
株式会社エスアールエル 健診事業部 ........................................................................................................... 6 
大阪大学大学院人間科学研究科 ............................................................................................................... 7 
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター .................................................. 7 
早稲田大学 ................................................................................................................................................ 8 
株式会社テクリコ .......................................................................................................................................... 8 
大日本印刷株式会社 ................................................................................................................................. 9 
株式会社トータルブレインケア ........................................................................................................................ 9 
日本電気株式会社 医療ソリューション事業部 ............................................................................................ 10 
ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 ........................................................................................................ 10 
株式会社エルブズ ...................................................................................................................................... 11 
株式会社 Splink....................................................................................................................................... 11 
株式会社 ERISA ...................................................................................................................................... 12 
株式会社エクサウィザーズ............................................................................................................................ 12 
公立大学法人・名古屋市立大学 ............................................................................................................... 13 
筑波大学生命環境系 ............................................................................................................................... 13 
株式会社 アイトシステム ............................................................................................................................ 14 
学校法人佐藤学園 OBM リサーチセンター ................................................................................................ 14 
株式会社 MCBI ....................................................................................................................................... 15 
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 ............................................................................................................... 15 
株式会社 山田養蜂場 ............................................................................................................................. 16 

（様式２）ソリューション（対応方法）- リスク低減・予防 ....................................................... 17 

読売新聞東京本社医療ネットワーク事務局 ................................................................................................. 18 
株式会社 WakuWaku&Life ..................................................................................................................... 18 
株式会社オフィス・タカハシ........................................................................................................................... 19 
MiZ 株式会社 .......................................................................................................................................... 19 
株式会社テクリコ ........................................................................................................................................ 20 
SOMPO ホールディングス株式会社 シニアマーケット事業部 認知症プロジェクト推進室 ................................. 20 
株式会社宝樹 .......................................................................................................................................... 21 
大日本印刷株式会社 ............................................................................................................................... 21 
メディカル・ケア・サービス㈱ ........................................................................................................................... 22 
有限会社アートスタジオタカコ ...................................................................................................................... 22 
株式会社 NeU ......................................................................................................................................... 23 
エーザイ株式会社 ...................................................................................................................................... 23 
一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 ............................................................................................. 24 
株式会社鉄マグロ普及協会 ....................................................................................................................... 24 
株式会社ルネサンス（シナプチーム普及会） ............................................................................................... 25 
沖電気工業株式会社 ............................................................................................................................... 25 
ネスレ日本株式会社 .................................................................................................................................. 26 
朝日新聞社 .............................................................................................................................................. 26 
不二製油（株） ....................................................................................................................................... 27 
不二製油（株） ....................................................................................................................................... 27 
株式会社カーブスジャパン ........................................................................................................................... 28 
ツモリレコード株式会社 ............................................................................................................................... 28 
ユニ・チャーム株式会社 ............................................................................................................................... 29 
株式会社仙台放送 ................................................................................................................................... 29 
株式会社仙台放送 ................................................................................................................................... 30 
株式会社仙台放送 ................................................................................................................................... 30 
有限会社ユーマンネットワーク ...................................................................................................................... 31 
公立大学法人・名古屋市立大学 ............................................................................................................... 31 
公立大学法人・名古屋市立大学 ............................................................................................................... 32 
株式会社つくばウエルネスリサーチ ................................................................................................................. 32 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

3 

 

奈良県立医科大学 ................................................................................................................................... 33 
株式会社野村総合研究所 ........................................................................................................................ 33 
株式会社銀座・トマト ................................................................................................................................ 34 
株式会社銀座・トマト ................................................................................................................................ 34 
株式会社ベスプラ ...................................................................................................................................... 35 
株式会社 アイトシステム ............................................................................................................................ 35 
NPO 法人日本ウエルネスダーツ協会 .......................................................................................................... 36 
DeSC ヘルスケア株式会社 ......................................................................................................................... 36 
一般社団法人日本セルフケア研究会 .......................................................................................................... 37 
株式会社日本クアオルト研究所 .................................................................................................................. 37 
有限会社げんごろう（言語朗） ................................................................................................................. 38 
特定非営利活動法人声とことばの力 ........................................................................................................... 38 

（様式３）ソリューション（対応方法）- 生活支援・社会受容 ................................................. 39 

株式会社電興社 (曳馬工場) .................................................................................................................. 40 
株式会社 トレイル .................................................................................................................................... 40 
株式会社健康ソクラテスの会 ...................................................................................................................... 41 
一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 ............................................................................................. 41 
㈱学研プラス ............................................................................................................................................. 42 
東京海上日動火災保険株式会社 ............................................................................................................. 42 
株式会社メディヴァ ..................................................................................................................................... 43 
司法書士法人おおさか法務事務所............................................................................................................. 43 
株式会社プロアシスト ................................................................................................................................. 44 
合同会社なゆた ........................................................................................................................................ 44 
東京大学大学院医学系研究科 高齢者在宅長期ケア看護学 .................................................................... 45 
三井住友海上火災保険株式会社 ............................................................................................................. 45 
株式会社 アイトシステム ............................................................................................................................ 46 
株式会社 Aikomi ..................................................................................................................................... 46 
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 ....................................................................................... 47 

（様式４）フィールド ............................................................................................................. 48 

川崎市役所経済労働局イノベーション推進室 .............................................................................................. 49 
高石市健幸のまちづくり協議会 ................................................................................................................... 49 
松本市 ..................................................................................................................................................... 50 
KOBE もの忘れネットワーク ......................................................................................................................... 50 
加賀市 ..................................................................................................................................................... 51 
長崎県 雲仙市 ........................................................................................................................................ 51 

 

 

  



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

4 

 

 

 

 

 

 

 

非制限公開として登録された情報 

（様式１）スクリーニング（検査／評価尺度） 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

5 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   京都府立大学、〒606-8522 京都市左京区下鴨半木町 1-5 

連絡先(メールアドレス等)  yoshitomi@kpu.ac.jp 

URL（任意記載）  https://www2.kpu.ac.jp/life_environ/info_com_sys/ 

自由記述欄 

認知症・高齢者の経済活動のリスクを、判断能力の低下などから引き起こされる

「貯蓄取り崩しリスク」（詐欺被害リスクを含む）と意欲低下などから引き起こされる

「過少消費リスク」に大別し、それらを早期に発見し、警告を出すシステムの開発を行

っている。特許 2 件を出願。内容の一部について、日本オペレーションズ・リサーチ学

会 2018 年秋季研究発表会で発表。 

金融機関での入金、引き出し（に先立つ手続き）の見守り、電子マネー決済の

見守りを行い、上記リスクの検知と警告をサービスとして提供することにより、認知症・

高齢者の経済活動を支援することを目的とする。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社ミレニア 

103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 17-1 3F 

連絡先(メールアドレス等) info@millennia-corporation.jp 

URL（任意記載） https://www.millennia-corporation.jp/index.html 

自由記述欄 

あたまの健康チェック®（英名：The MCI Screen）は、認知機能低下の訴えの

ない健康な方（30 歳～99 歳）から、抵抗感や学習効果なく、10 分で受検可能

なクラウド型の簡易認知機能スケール。検者の職能を問わず、健常～軽度認知障

害（MCI: Mild Cognitive Impairment）群における認知機能の状態を

0.00-100.00 の指数値（MPI: Memory Performance Index）で定量的経

時評価が可能。被検者の性別、年齢、学習年数、人種などの情報を加味し、独自

のアルゴリズムとデータベース（被検数約 100 万件）を用い、被検者の回答やその

パターン分析を行い、認知機能を人口統計学的に客観評価。米 FDA や AMED

研究事業をはじめ、健常～MCI 群を対象とした国内研究でも採用されている新しい

尺度。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社創生 生体医工学研究所 

〒432-8002 静岡県浜松市中区富塚町 400 

連絡先(メールアドレス等)  tshimura@tuba.ocn.ne.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 認知症は MCI 以前の 15-20 年まえから、神経伝達阻害タンパク質が沈着する

といわれていて、それを検出する分子イメージング技術の進歩が目覚しい。しかし、検

査代金が 高額であり侵襲もあるので、スクリーニングに向かない。本神経心理テスト

はそれに代わるものとして世界から着目されている。 

販売中のサービス・物品等は、①認知症予防の講演と 80 人ほどのテストの実施で

10 万円（税別）、②テスト実施者研修は 5 万円/人＋ツール代金（税別）、③

テスト用紙は 100 円/人（税別）。その他、漢字色別テスト物語編解説書の価格

は 1000 円（税別）。 

  

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社エスアールエル 健診事業部 

〒104-0033 東京都中央区新川 1-26-2 新川 NS ビル 3F 

連絡先(メールアドレス等)  tadahiro.tokuda@miraca.com 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 弊社は臨床検査を専門とする会社であるが、近年盛んに開発される予防検査も 

扱っている。MCI スクリーニング検査は、アルツハイマー病の前段階である軽度認知障

害（MCI）のリスクを判定する血液検査であり、早期に生活改善等の対処をすれば

健常状態に戻すことも可能である。 

しかし認知症には根本的な治療薬がないこともあり受診に消極的であることが多い。

結果として認知症患者は増加し、家族や自治体の介護負担が激増している。 

この検査の有効性を、認知症に悩む自治体フィールドで実証し、社会的損失を

minimize したいと考えている。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 大阪大学大学院人間科学研究科 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1－2 

連絡先(メールアドレス等)  hkroba@koto.kpu-m.ac.jp 

URL（任意記載）  http://cocolomi.net/candy/ 

自由記述欄 

本製品、日常会話式認知機能評価（Conversational Assessment of 

Neurocognitive Dysfunction; CANDy）は高齢者との自由な会話を通して認

知症を検出する評価法である。従来からある多くのスクリーニング検査と異なり、正

解・不正解のある質問により能力を評価しないため、抵抗感を抱かせることなく認知

症の疑いがある高齢者を発見することができる。そのため、医療機関や福祉施設だけ

でなく、小売業や不動産業、金融業などの民間企業でも顧客の能力評価に活用す

ることもできる。また、高齢者をよく知る人であれば、本人と直接会話をしなくても普段

の日常会話の様子を思い出しながら認知機能を評価することができる。  

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター 

連絡先(メールアドレス等) abc_scale@tri-kobe.org 

URL（任意記載） https://ctportal.tri-kobe.org/studies/ququ/scale.html 

自由記述欄 

ABC 認知症スケールは、項目反応理論を用いて本邦で開発された信頼性の高い

評価尺度です。評価者は情報提供者（介護者等）に、最近の患者の様子につい

て 13 項目の質問を行い、評価します。主要な特徴は、 

・臨床心理士の資格や特別な訓練は不要で、平均約 10 分で評価 

・ADL、BPSD、認知機能の各ドメインを評価するとともに、それらを統合した総合評

価が可能 

・各ドメイン及び総合評価の経時的変化を評価 

・多くの標準的認知症評価尺度との高い併存妥当性がある 

通常診療、治験、臨床・介護研究のみならず、地域包括支援センターや介護ケアセ

ンターなどでもご活用ください。これらの目的で使用される場合は、スケールの使用料

は無料です。詳細は HP をご参照、もしくは上記の連絡先にお問いあわせください。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
早稲田大学 

東京都新宿区戸塚町 1-104 

連絡先(メールアドレス等)  sakatani.kaoru@aoni.waseda.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

1. 身体情報による認知障害のリスク判定法の確立 

2. IoT を活用した予防介入効果の継続的定量評価手法 

3. 運動食事療法を中心とした行動変容が認知障害に与える効果の検証 

血管性認知障害（Vascular Cognitive Impairment, VCI）は、軽度認知障

害から重度認知症に至る幅広い認知障害において重要な役割を果たしている。我々

は、VCI が生活習慣病や代謝障害を基礎としていることに着目し、健診で用いる一

般血液検査データより、深層学習（Deep Learning）を用いて認知障害を推定す

る方法を開発した（特開 2018-055333）。生活習慣病や代謝障害の予防、治

療により、認知症の発症を遅らせたり、予防できる可能性がある。  

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社テクリコ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第３ビル 23 階 

連絡先(メールアドレス等)  info@rehamaru.jp 

URL（任意記載）  http://rehamaru.jp 

自由記述欄 

3D・VR/MR 技術を駆使した最先端リハビリテーションシステム「リハまる」 

 

VR（仮想現実）や MR（複合現実）技術を用いた、脳卒中・認知症のためのリハ

ビリテーションシステム。「VR/MR 機器１台であらゆるリハビリテーションが無人で、自

動的にできるようになる」をモットーに、リハビリテーションコンテンツ及び分析のソフトウェ

アを研究開発している。 

Microsoft 製の HoloLens を用いて、作業療法・理学療法分野で従来「紙と鉛

筆」でおこなわれていたアナログなリハビリを３D 化。さらにリハビリデータを自動蓄積し、

瞬時に分析・解析するツールも同時に提供する。 

関西医科大学との共同研究を通じた高い医学的エビデンス（2017 年日本リハビリ

テーション医学会にて最優秀論題に選出）を背景に、国内の国公立・私立医療機

関、介護施設、学術機関等への導入を見据える。   
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在

地  

大日本印刷株式会社 

〒162-8001、東京都新宿区市谷加賀町 1-1-1 

連絡先(メールアドレス

等) 

DNP モニタリングシステム Your Manager に関するお問い合わせフォーム 

https://www.dnp.co.jp/CGI/contact/form.cgi?mode=form&id=0492 

URL（任意記載） https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190167_1567.html 

自由記述欄 

紙製のモニタリングカード「DNP モニタリングシステム Your Manager」 

・ボタンを押すことで時刻やデータの記録が可能です。 

・ボタンを押すことで、時刻やデータ情報が電子基板に記録される仕組みになっており、 

アンケート集計や日常生活データの取得に活用できます。 

(例)毎日生活習慣チェックカード 

「食事」「運動」「睡眠」「排泄」など生活に関する主観的な評価を自己入力できます。 

紙製の入力デバイスで高齢者でも簡単に使用できデジタルデータとして集計可能です。  

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
  株式会社トータルブレインケア 

神戸市中央区港島中町４－１－１ 

連絡先(メールアドレス等)  reserch@tbc410.com 

URL（任意記載）  https://tbcare.jp/ 

自由記述欄 

MCI（軽度認知障害）期から認知症早期の認知機能の低下及び進行度合いを

経時的に評価でき、侵襲性の低い簡便なスクリーニングすることを目的とした Cloud

化された Web アプリ。 

早期に低下する５つの認知機能（注意力・記憶力・計画力・見当識・空間認知

力）を標準的な認知機能検査である MMSE（ミニメンタル・ステート検査）と相関

のあるタスクで構成している。 

ICT を活用したツールで容易な操作性やわかりやすい結果表示といった工夫をしてお

り、本人やその家族らが手軽に実施することも可能にしている。 

本人の自宅や介護施設および薬局など、病院やクリニック以外での取り組みとして、

多くの人が集う身近な場所で MCI の兆候に気づき、適切に医療につなぐことができれ

ば、本人の負担が少なく、低コストで早期発見を実現できる。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 日本電気株式会社 医療ソリューション事業部 

〒108-8001 東京都港区芝５－７－１ ＮＥＣ本社ビル 

連絡先(メールアドレス等)  health@care.jp.nec.com 

URL（任意記載）  https://jpn.nec.com/medical_healthcare/catalog/emimamori.html 

自由記述欄 

日常的によく利用されている家電製品の使い方や扉の開け閉めの回数などを、個人
ごとの「生活行動リズムとして学習」、生活行動リズムに変化がある場合を自動的に
検知して、見守る方にメールで状況をお知らせします。 
NEC 独自の無線・小型センサは設置工事もいらず、ICT に不慣れな方でも 15 分
程度で高齢者宅での設置できるように配慮しており、高齢者にセンサを意識させず、
負担を感じさせず、見守る人の負担にも配慮した各種機能が充実しています。 
国立研究開発法人 情報通信研究機構様からの委託研究成果の一部を活かし、
生活歩行速度の見える化機能を追加。下肢筋力低下など、加齢や体調による変化
の兆候を検知して、さりげない気づきを促すことで、住み慣れたご自宅で、できるだけ
長く、その方らしい毎日をお過ごし頂けるよう、ご支援します。気づきを促せば、自ら動
く高齢者は多いと思います。独居高齢者を心配する遠隔地ご家族の見守りニーズに
応えるだけでなく、高齢者自身の健康でいたいという気持ちを引き出し、応えることで、
主体的、積極的な行動を促すことも可能と考えています。 
NEC では、保険者である自治体様や、サービス事業者様と連携して、急増する独居
ご高齢者様の生活行動リズムや、生活歩行速度から、認知機能低下の超早期検
知や、行動変容に貢献していきたいと考えています。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 

東京都港区海岸１−９−１１マリンクス・タワー２階 

連絡先(メールアドレス等)  nakaishi@u-s-d.co.jp 

URL（任意記載）  http://u-s-d.co.jp/ 

自由記述欄 

 本申請における基礎研究については、平成３０年度老人保健健康増進等事業
として採択されているものであるのですでに情報として開示されているものは公開いただ
いて問題ございません 
 
事業テーマ ：認知症検査における難聴高齢者に対する音響整備と聴覚スクリーニ
ング検査に関する調査研究事業  
 
日本の難聴者数は１５００万人と言われており、高齢難聴者数の増加が著しい、
国立長寿医療研究センターの「老化に関する長期縦断疫学研究という疫学調査に
よれば聴力レベルが 25dBHL を超える難聴の有病率は 65 歳以上から急激に増え
始め、75～79 歳では男性 71.4％、女性 67.3％、80 歳以上になると男性
84.3％、女性 73.3％が難聴という結果だった。上記のデータより認知症の検査時
に必要な情報が本人にインプットできていない可能性が高く、調査を行う際に聴覚へ
の支援が必要な場面も想定され、聴力の影響を加味して検査を行うことが必要であ
る。本事業では、認知症の高齢者にやさしい地域づくりにむけ適切な音響環境の整
備や難聴の認知検査における影響についての実態調査、そして認知診断前における
聴覚スクリーニングの必要性と実施する場合の方法に関して検討を行い調査報告書
にまとめる。 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社エルブズ 

東京都渋谷区東一丁目 5-13 常磐松ハウス 1FB 

連絡先(メールアドレス等) 
 担当者メールアドレス: yoshimi.tominaga@elvez.co.jp 

 Web サイト: https://elvez.co.jp 

URL（任意記載）  https://elvez.jp/offer/kyoto-kpu-m/ 

自由記述欄 

【高齢者生活支援アプリ 御用聞き AI】 

御用聞き AI は、AI エージェントと対話しながら、地域情報の閲覧や日常会話を楽

しめるモバイルアプリである。対話は選択式で、スマートフォンに不慣れな高齢者でも

簡単に扱える。iOS 版、Android 版ともに無料でダウンロードできる。 

エルブズでは、御用聞き AI を利用して日常会話から認知症傾向を検知することを目

的に、京都府立医科大学と共同研究を行っている。現在、ユーザの認知機能を簡

易評価する「生活元気度チェック」を公開している。以下の URL から御用聞き AI の

ダウンロードと開発中のシナリオを試すことができる。 

詳細 Web サイト: https://elvez.jp/offer/kyoto-kpu-m/ 

AI で地方創生と高齢者支援を推進したい自治体や企業を広く募集している。  

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 Splink 

〒107-0052 東京都港区赤坂２丁目９－３ 

連絡先(メールアドレス等) contact@splinkns.com 

URL（任意記載）  http://www.splinkns.com/ 

自由記述欄 

弊社は、東北大学加齢医学研究所教授の瀧靖之を共同創業者・最高科学責

任者（CSO）とした大学発ベンチャー企業です。弊社の強みは、世界随一の大規

模データベースとこれまで瀧が執筆した 100 本以上の論文や当該分野における基礎

研究・臨床知見を用いた技術開発です。世界的にも希少価値の高いデータや技術

シーズを用いて、脳科学と臨床の観点から、簡便かつ安価で、非侵襲の認知機能評

価サービスを提供しております。 

総務省 ICT イノベーションチャレンジ（I-Challenge!）採択企業。 

 

  

mailto:yoshimi.tominaga@elvez.co.jp
https://elvez.co.jp/
https://elvez.jp/offer/kyoto-kpu-m/
http://www.splinkns.com/
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社 ERISA 

〒690-0816 島根県松江市北稜町 46－6 ソフトビジネスパーク島根 

連絡先(メールアドレス等)  h-senzoku@everyplan.co.jp 

URL（任意記載） www.erisa.co.jp 

自由記述欄 

 脳ドックや神経内科等の医療機関、MCI や AD に関係した血液バイオマーカーを

測定している組織、抗 AD（予防）薬を開発している製薬企業、エクササイズ等で

AD 患者の QOL 向上を目指している組織、等との連携を希望します。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社エクサウィザーズ 

東京都港区浜松町 1-6-15 VORT 浜松町Ｉ 3 階 

連絡先(メールアドレス等)  koji.hazama@exwzd.com 

URL（任意記載）  https://exawizards.com/ 

自由記述欄 

 歩行と同時に認知タスクを実施することで、運動タスク能力と認知タスク能力の両方

を機械学習・深層学習の手法を活用して評価する。基盤技術を開発している大阪

大学・八木教授らと共に、技術を活用したサービス化について共同で検討中。 

介護施設・医療機関等の施設において、高齢者の歩行動画を撮影することで歩行

パターンの解析を通じて、運動機能を評価する。また、歩行中に認知タスクを同時に

課すことはデュアルタスクと呼ばれ、その回答パターンを解析することで、認知特徴も同

時に評価する。また、通常は本人にとって忌避感が強い認知機能評価だが、サービス

設計にゲーム性を取り入れることで、本人が楽しんで取り組めるような仕組みを構築。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  公立大学法人・名古屋市立大学、名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

連絡先(メールアドレス等)  michi@med.nagoya-cu.ac.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 アルツハイマー病(AD)の診断法は、髄液検査や PET 検査（脳内 Aβ 検出）が

あるが、髄液検査は高侵襲で、PET 検査は高価で実施可能な施設も限られるた

め、一般病院での検査は困難である。我々は、現在までに、市販の抗体を用いたウ

エスタンブロッド法による分析を行い、AD 患者の髄液および血清検体において、非

AD と比較して有意にフロチリンが低下することを確認した。この発見を診断法確立に

応用するとの発明により、特許申請（PCT/JP2018/ 018849）した。  

本事業により自治体の協力を得て、健常高齢者、軽度認知機能障害の方、なら

びにアルツハイマー病の患者血清を用いて、血清フロチリン定量による診断（早期診

断含む）の実証試験を行う。また、この検査は、アルツハイマー病の病態モニターとし

ても使用可能であり、治療薬や予防法の効果判定にも使用できる。 

本キットは血液検体を使用して診断できるため、従来の方法に比して簡便、安全、

安価な診断法であることが特徴である。現在までの研究から、血液フロチリンレベル

は、脳内 Aβ 沈着と直線性を持って逆相関することが分かっている。将来的には AD

と Aβ 沈着がない他の認知症疾患の鑑別にも使用できる他、髄液検査や PET の代

替え診断法になる可能性を秘めている。 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  筑波大学生命環境系、茨城県 

連絡先(メールアドレス等) 
〒305-8577 つくば市天王台 1-1-1 総合研究棟 D 棟  

TEL:029-853-5978、mail: ohtsu.iwao.fm@u.tsukuba.ac.jp 

URL（任意記載） http://www.tsukuba.ac.jp/attention-research/p201901301400.html 

自由記述欄 

【具体的な医療分野での活用（取り組み）】 

この技術の活用は、放射線被ばくで懸念される晩発障害には、がん･白内障･血管
疾患･脂肪肝など様々な疾患があるが、いずれも「酸化ストレス誘発疾患」であること
から、被ばく後の一時的な抗酸化能の低下と晩期障害の発生には硫黄化合物の酸
化還元状態を見ることでモニターできるのではと考え、現在に研究進行中である。 

同種移植後の腸内細菌叢を評価することを計画している。具体的には，同種移
植後患者の生体産物（糞便，尿，血液）を試料とし、腸内細菌叢に由来する硫
黄関連代謝物種の変化を反映することも可能ではないかと考え現在研究申請中であ
る。 

認知症の予防と酸化ストレス、主に脂質過酸化反応を抑制することが重要であり、
介入試験などの効果効能を評価する尺度として、サルファーインデクスを活用できるの
ではないかと考え研究にご利用して頂けないかと考え情報提供に至った（Scientific 
Reports., 9, 853, 2019.）。 

 

tel:029-853-5978、mail
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 アイトシステム  

〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町 4-1-1 アミックビル 3F 

連絡先(メールアドレス等) info@aitosys.com 

URL（任意記載） https://www.aitosys.com/ 

自由記述欄 

認知症は前段階である MCI（軽度認知障害）の段階で気づくことが出来れば、服

薬治療や生活習慣の見直し等で進行遅延や改善が見込めるとされています。 

『アイシル』では、各種センサにより 24 時間 365 日の見守りとボタン操作による、服

薬や食事等の摂取状況をクラウドを介し、離れて暮らすご家族にお知らせします。この

見守りで得られたデータ（行動観察）とボタン操作状況（認知機能観察）を独自

のアルゴリズムで評価し、生活状況の変化を可視化させます。変化が大きくなれば、

医師の診断をあおぎ、MCI の早期発見に繋げ、認知症への進行を予防します。 

全国の要介護認定者の認知症保有率は 85％に上っています。認知症予防は、高

齢者福祉において最重要課題と言えますが、核家族化や人間関係の希薄化が発

見遅延に繋がっている現状もあります。そんな今こそ、分野にとらわれず、地域や社会

が連携し、1 つのチームになって早期発見を推進する必要であると考えていますので、

ご協力願います。 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
学校法人佐藤学園 OBM リサーチセンター 

〒542-0082 大阪市中央区島之内 1-10-14,1F 

連絡先(メールアドレス等) t-otsuka@obm.ac.jp 

URL（任意記載） 

https://www.obm.ac.jp/orc/ 
https://www.abcam.co.jp/kits/fireplex-mirna-assay-1 
https://www.abcam.co.jp/fireplexreg-mirna-panel-neurology-v2-
ab218371.html 

自由記述欄 

 ●miRNA 測定 受託サービス 

- 50 uL のマイクロサンプリング検体で、68 種類の miRNA を同時に検出できる

Abcam Fireplex assay の受託サービスを行っています。 

- 豊富な疾患パネルを取り揃えています。 

- 認知症に関連する「炎症」「アミロイドβ蓄積」等のキーワードをお伝えいただければ、

関連する miRNA のパネルをご提案いたします。 

- 短納期, 低コスト  - ANOVA 解析が無料です。 

●サイトカイン, アミロイド前駆体、タウ 測定 受託サービス [ELISA, qPCR] 

関連するタンパク質の ELISA, qPCR の受託サービスを行っています。 

- 50 uL のマイクロサンプリング検体で測定が可能です。 

https://www.abcam.co.jp/kits/fireplex-mirna-assay-1
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 MCBI 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 3-15-15 オカバつくばビル 3F 

連絡先(メールアドレス等) 
 029-855-5071 

info@mcbi.co.jp 

URL（任意記載）  https://mcbi.co.jp/ 

自由記述欄 

 認知症の前段階である軽度認知障害（MCI）のリスクを血液で判定する「MCI

スクリーニング検査」を開発。 

血液約 7ｍL を採取し、アルツハイマー型認知症の原因ともいわれているアミロイドβ

を脳内から排出する役目をもつ 3 つのタンパク質を測定することで、MCI のリスクを判

定し、認知症の早期発見・早期治療につながるサービスを提供している。 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 

〒144-8721 東京都大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア 

連絡先(メールアドレス等) prevent@nissay-it.co.jp 

URL（任意記載） http://www.nissay-it.co.jp/ 

自由記述欄 

高齢者誰もが日々活用できる認知トレーニングツール（脳トレ）を提供しています。 

【製品特徴】 

・認知症専門デイケア施設で実施されている認知トレーニングをベースにシステム化 

・トレーニング結果をデジタル管理し「短期記憶」「視空間認識」「注意力」「推論力」 

 を時系列でフォローできる 

・数式やパズル等ではない、誰でもができる脳トレ 

・日常生活課題（物をしまった場所を探す、約束時間を記憶する、地図上での自分 

 の立ち位置を把握する等）を直接取り扱った実践的な出題 

・問題数を豊富（700 種類）に用意し日替わりで問題を変えパターン化させない。 

・集団実施モードと個人実施モードを提供。施設やデイサービスでのイベント等で活用 

・ターゲット層は後期高齢者（75 歳～）。 

－操作はタブレット端末で「次へ」或いは「三択」ボタンを押す簡単な操作のみ。 

－アバターと呼ばれるコンピュータ上のキャラクターにより画像と音声でナビゲーション 

機能を充実させ、誰でも円滑に実施できるよう工夫 

・トレーニング実施意欲を引き出し継続利用頂く為のチアアップとアドバイスを最重視。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 山田養蜂場 

〒708-0393 岡山県苫田郡鏡野町市場 194 

連絡先(メールアドレス等)  hm1380@yamada-bee.com 

URL（任意記載）  https://www.3838.com/ 

自由記述欄 

近年の研究から、蜂産品であるブラジル産グリーンプロポリス及びローヤルゼリーが、認

知機能の維持・改善に役立つ可能性が明らかになってきています。弊社では、これら

素材を健康食品という形で提供し、人々の認知症予防に貢献したいと考えておりま

す。 

※プロポリス：ミツバチが巣の衛生環境を保つために植物の樹脂や樹液、新芽などを

集め、自らが分泌する唾液や蜜蝋を混合して作る粘着性の樹脂状物質で、古くから

民間伝承薬として用いられています。 

※ローヤルゼリー：ミツバチが花粉や花蜜、蜂蜜を体内で消化し、女王蜂の特別食と

して分泌した乳白色のヨーグルト状物質で、アミノ酸やタンパク質、ビタミンなど 40 種

類以上の栄養素が含まれています。 
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非制限公開として登録された情報 

（様式２）ソリューション（対応方法）- リスク低減・予防 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  読売新聞東京本社医療ネットワーク事務局 

連絡先(メールアドレス等) 

小坂    kosa2083@yomiuri.com   

米山    yone1041@yomiuri.com 

URL（任意記載）  https://yomidr.yomiuri.co.jp/network/ 

自由記述欄 

過去の読売新聞記事や写真、ニュース映像を使った DVD「よみうり回想サロン」（昭

和 20 年代編、昭和 30 年代編）を制作・販売。新聞記者がこの DVD をもって介

護施設などを訪れ、高齢者に「回想」体験してもらう「出前レク」の事業を展開してい

ます。 

認知症を予防するために、また認知症の症状を抑えるために、どのような使い方がよい

のか、関連する研究者や事業者の皆様と連携し、知見を共有・発展させていきたいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 WakuWaku&Life 

大阪府豊中市上野東１－１９－１ 

連絡先(メールアドレス等) info@wakuwaku55.com 

URL（任意記載） 
 

http://www.wakuwaku55.com/ourbusiness/soroban_brain_training/ 

自由記述欄 

  

弊社では、これまで、そろばんを利用した認知症予防トレーニングの研究・開発を行っ

てきました。脳科学の研究機関での実験なども一部で行ってきましたが、子供たちが学

習するのと珠算と同じ方法では高齢者の脳の活性化にはあまり効果が期待できない、

ということがわかっています。 

弊社が提供するのは、そろばん式脳トレーニングといい、子供たちの学習する珠算学

習とは全く違うトレーニングです。 

mailto:kosa2083@yomiuri.com
mailto:yone1041@yomiuri.com
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社オフィス・タカハシ 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲 6036 番地 

連絡先(メールアドレス等)  TEL0952-53-8234   e-mail saga@saga-shop.co.jp 

URL（任意記載）  URL https://www.saga-shop.co.jp 

自由記述欄 

 カナダのトロント大学の研究によると 2 万人以上の被験者に認知症対策として、い

ろいろなアイティムを使用し臨床試験を行った結果、パズルが一番効果があったという

結果が出ています。株式会社オフィス・タカハシ（元祖ぱずる屋さん）では、その情報

を元に、ジグソーパズルが脳を活性化するアイティムであると考え、同時に脳を活性化

すると言われているアロマを取り入れ、ふたつのアイティムを利用した、脳活性化の商品

「アロマＤＥパズル（特許申請中）」を開発しました。今回開発したジグソーパズル

は、パズルを載せる台紙とジグソーパズルに工夫がされ、脳が混乱する様に設計されて

います。脳はその混乱を解決するために、脳を活性化させるのではと私たちは考えてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
MiZ 株式会社 

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船 2-19-15 

連絡先(メールアドレス等) y_ichikawa@e-miz.co.jp 

URL（任意記載） http://www.e-miz.co.jp/ 

自由記述欄 

 弊社は、活性酸素や酸化ストレスに関連する疾病に、広く水素を試してもらいたいと

考えています。近年、水素が神経疾患・精神疾患に及ぼす影響を調べた研究が増

加していることから、弊社は認知症についても検討を進めています。現在は、共同研

究やモニターの症例報告からエビデンスを集積しているところです。水素分子は副作用

の心配がありません。弊社の技術によって安全な水素ガスを試してもらえるフィールドを

広く求めています。 

参考文献：Sergej et al, “Short-Term H2 Inhalation Improves 

Cognitive Function in Older Women: A Pilot Study”, International 

Journal of Gerontology (in press) 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社テクリコ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第３ビル 23 階 

連絡先(メールアドレス等)  info@rehamaru.jp 

URL（任意記載）  http://rehamaru.jp 

自由記述欄 

3D・VR/MR 技術を駆使した最先端リハビリテーションシステム「リハまる」 

VR（仮想現実）や MR（複合現実）技術を用いた、脳卒中・認知症のためのリハ

ビリテーションシステム。「VR/MR 機器１台であらゆるリハビリテーションが無人で、自

動的にできるようになる」をモットーに、リハビリテーションコンテンツ及び分析のソフトウェ

アを研究開発している。 

Microsoft 製の HoloLens を用いて、作業療法・理学療法分野で従来「紙と鉛

筆」でおこなわれていたアナログなリハビリを３D 化。さらにリハビリデータを自動蓄積し、

瞬時に分析・解析するツールも同時に提供する。 

関西医科大学との共同研究を通じた高い医学的エビデンス（2017 年日本リハビリ

テーション医学会にて最優秀論題に選出）を背景に、国内の国公立・私立医療機

関、介護施設、学術機関等への導入を見据える。  

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
SOMPO ホールディングス株式会社 シニアマーケット事業部 認知症プロジェクト推進室  

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 

連絡先(メールアドレス等) 10_egao.hd@sompo-hd.com 

URL（任意記載） 

https://www.sompo-egaoclub.com/sompo-

dementiasupportprogram/?utm_source=amed&utm_medium=dementia-

match 

自由記述欄 

 認知症サポート『ＳＯＭＰＯ笑顔倶楽部』 
本サービスは、認知機能の低下・ＭＣＩの予兆把握や早期発見、認知機能の低下予
防に資する取組み、認知症当事者の適切なケア等を支援するための情報提供、サービ
ス紹介等を行います。サービスパートナーとの提携により、様々なサービスをご提供するエ
コシステムを構築しました。今後、認知症に関する幅広いサービスをお客さまへご紹介・ご
提供してまいります。 
※本サービスは、2018 年 10 月から発売している介護離職を防止する保険「親子の
ちから」（引受保険会社：損害保険ジャパン日本興亜株式会社）およびＭＣＩ・認
知症と診断された際に一時金が支払われる「リンククロス笑顔をまもる認知症保険」（引
受保険会社：損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社）等の付帯サービス
としてご提供しています。 

mailto:10_egao.hd@sompo-hd.com
https://www.sompo-egaoclub.com/sompo-dementiasupportprogram/?utm_source=amed&utm_medium=dementia-match
https://www.sompo-egaoclub.com/sompo-dementiasupportprogram/?utm_source=amed&utm_medium=dementia-match
https://www.sompo-egaoclub.com/sompo-dementiasupportprogram/?utm_source=amed&utm_medium=dementia-match
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

 
 

機関・団体名、所在地 

株式会社宝樹 

本 社 〒203-0042 東京都東久留米市八幡町 1-1-12 

機械振興協会 技術研究所 77 号 
滋賀オフィス 〒526-0829 滋賀県長浜市田村町 1281 番地 8 

長浜バイオインキュベーションセンター17 号 

連絡先(メールアドレス等) houjyu@houjyu-world.com 

URL（任意記載） https://www.houjyu-world.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

自由記述欄 

最近、APOE4 遺伝子保有者の軽度認知症障害者は、水素水を１年間飲む事
によって、認知機能が改善することが医学学術誌に発表されました[Current 
Alzheimer Research（最新アルツハイマー研究）2018 年 15 巻248-492 
頁：著者：太田成男（日本医科大学）朝田隆（筑波大学）等]。この研究は、
無作為抽出二重盲検偽薬対照研究による臨床試験で、信頼できる結果です。
APEO4 遺伝子保因者は、アルツハイマー病に罹る危険度が 3.6 倍で、アルツハイ
マー病患者の過半数を示します。また、白人では 
25％、日本人では 15％が APOE4 遺伝子保因者で、決して少ない人数ではありませ
ん。20 年前に、APOE4 がアルツハイマー病の高リスクであることは知られていました
が、対症法がないために、むしろ遺伝子検査をすることが控えられてきました。水素水
によって、認知症が予防できるなら、積極的に遺伝子を調べ、対照者に水素水の飲
用を推奨することによって、アルツハイマー病患者を半数に減らすのではないかと期待し
ています。本事業の目的は、長浜市の住民を対象に、従来のアルツハイマー病の羅
患率と比較することによって、水素水による認知症の予防効果をより明確にすること、
実際に認知症を予防して市民の健康を護ることです。 
学術論文は、以下に公表されています。 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872374/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872374/pdf/C
AR-15-482.pdf 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在

地  

大日本印刷株式会社 

〒162-8001、東京都新宿区市谷加賀町 1-1-1 

連絡先(メールアドレス

等) 

DNP モニタリングシステム Your Manager に関するお問い合わせフォーム 

https://www.dnp.co.jp/CGI/contact/form.cgi?mode=form&id=0492 

URL（任意記載） https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/1190167_1567.html 

自由記述欄 

 
紙製のモニタリングカード「DNP モニタリングシステム Your Manager」 
・ボタンを押すことで時刻やデータの記録が可能です。 
・ボタンを押すことで、時刻やデータ情報が電子基板に記録される仕組みになっており、 
アンケート集計や日常生活データの取得に活用できます。 

(例)毎日生活習慣チェックカード 
「食事」「運動」「睡眠」「排泄」など生活に関する主観的な評価を自己入力できます。 
紙製の入力デバイスで高齢者でも簡単に使用できデジタルデータとして集計可能です。 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872374/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872374/pdf/CAR-15-482.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872374/pdf/CAR-15-482.pdf
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
メディカル・ケア・サービス㈱ 

埼玉県さいたま市大宮区大成町 1-212-3 

連絡先(メールアドレス等)  k.nakamoto@mcsg.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.mcsg.co.jp/ 

自由記述欄 

 創業時から認知症に特化をした介護事業を展開。認知症グループホーム 269 棟

（5,156 室）、介護付有料老人ホーム 9 棟、小規模多機能型居宅介護 12 か

所、その他 13 か所、計 303 事業所を運営。（2018 年 11 月時点）。 

海外では、中国で 3 棟（医療対応型介護施設 1 棟、デイサービス併設介護付

有料老人ホーム 1 棟、認知症専門介護施設 1 棟）とマレーシアで 1 棟（グループ

ホーム型介護施設）の介護事業所を運営。 

2018 年 3 月に島根大学医学部および㈱ERISA と認知症予防方法の確立に向

けた共同研究契約を締結。 

2018 年 9 月から学研グループに参入。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  有限会社アートスタジオタカコ 

連絡先(メールアドレス等)  info@takako-art.co.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

アートフィシャルフラワー、布花、生花等の素材を使用して、五感を刺激する作品を作

るキットの販売と、介護施設等におけるキットを使用した講習会を開催する事により認

知症の予防、軽減を目指す。講習会講師は、高度な技術を持つフラワーセラピストを

中心に、全国各地で講習会を実施中。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社 NeU 

東京都千代田区神田司町 2 丁目 2 番 新倉ビル 

連絡先(メールアドレス等)  info@neu-brains.com 

URL（任意記載）  www.neu-brains.co.jp 

自由記述欄 

認知機能は加齢に伴い低下します。健全な認知機能を維持することは、認知症

を予防するためにも必須です。一方、さまざまな認知機能トレーニングにより高齢期に

おいても認知機能の維持向上が可能であることが証明されており、また最新の研究か

ら、認知機能トレーニング中に背外側前頭前野が活発に活動するほど、その後の認

知機能向上効果が高いことが証明されています。 

上記の知見にもとづき、NeU では脳の活動を手軽に計り、「脳の活性化」状態を

確認しながら認知機能トレーニングを行う最新ソリューションを開発しました。今後、パ

ートナーシップを組んで社会に広げていきます。 

 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 エーザイ株式会社 

 東京都文京区小石川４－６－１０ 

連絡先(メールアドレス等)   

URL（任意記載）  http://sodan.e-65.net/ 

自由記述欄 

  『相談ｅ６５．ｎｅｔ』 

認知症に関する疑問、介護の悩みなどに対する情報を網羅した一般生活者向けＷ

ｅｂサイトである。認知症の正しい理解の浸透を企図して、アルツハイマー型認知

症・レビー小体型認知症・血管性認知症など主な認知症の基礎知識をはじめ、介

護のポイントや当事者の体験談を掲載しており、早期発見を促すべく認知症のチェッ

クリストやＭＣＩに関する情報も発信している。また、各地域における認知症の相談

窓口となる地域包括支援センターや認知症診療に対応する医療機関を検索できる

「認知症地域支援マップ」を通じて、医療・ケアへの橋渡し役を担う。 

  

  

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

24 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 

〒553-0001 大阪市福島区海老江 1-11-17 

連絡先(メールアドレス等)  info@beauty-touch-therapist.jp 

URL（任意記載）  http://beauty-touch-therapist.jp/ 

自由記述欄 

高齢になっても「キレイの気持ち」を持ち続けることが認知症の症状悪化を遅らせたり、

老いても尚その人らしく生きることを支援することで健康寿命延伸を目指した「心と体

の美容療法」。 

高齢者の要支援・要介護度に合わせて 

・お一人おひとりに寄り添ってビューティタッチセラピストが施術するタイプ 

・参加者ご自身で美容やアロマを楽しみながら ADL(日常生活動作）の維持・向上

を目的としたレッスンタイプ 

を準備しています。 

また、高齢者向け美容のスペシャリストとして活躍したい方に向けた、ビューティタッチセ

ラピスト認定基本講座を全国各地で開講し、「心と体の美容療法」の普及拡大に努

めています。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   株式会社鉄マグロ普及協会 

連絡先(メールアドレス等)  Shigeko.f650gl@gmail.com 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 マグロの中でも大変栄養豊富な血合い肉を使用した製品（マグロの鉄太郎）の販

売。 

記憶学習の向上によいヒスチジン等も多く含まれることが判明しているマグロの血合い

肉を加工し、食べやすく、合成保存料、着色料、合成甘味料等不使用の製品。認

知症の予防、軽減に介護施設等でも導入されている。 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

25 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   株式会社ルネサンス（シナプチーム普及会） 

連絡先(メールアドレス等)  synap@s-renaissance.co.jp 

URL（任意記載）  https://synapsology.com/ 

自由記述欄 

 脳活性化メソッド「シナプソロジー®」は、全国でスポーツクラブを展開する(株)ルネ

サンスが開発したもので、子どもから働く世代、高齢者の脳機能の向上で活用されて

います。 

特に、高齢者の認知機能の低下予防でニーズが高く、自治体の介護予防事業、

医療機関（MCI の方向けデイケア）、介護施設等で活用が進んでいます。 

弊社ではシナプソロジーが実施できる人材育成のための研修を個人および法人を

対象に行うとともに、認知症関連の講演会やセミナー等で広く体験していただいていま

す。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 沖電気工業株式会社 

〒105-8460 東京都港区虎ノ門 1-7-12 虎ノ門ファーストガーデン 2 階 

連絡先(メールアドレス等)  sasaki802@oki.com 

URL（任意記載）  http://www.oki.com/jp/yume_pro/ 

自由記述欄 

1.沖電気の取り組み 

 沖電気工業は、認知症の発症を予防し、認知症患者を１／３減少させるため、

軽度認知障害や生活習慣病の未病領域を主なターゲットとし、５つの要素（睡

眠、歩行、食事、エイジング、ストレス）を選定した。その５つの要素を健康スコアとし

て可視化、サービスとして提供していきたい。 

2.健康スコアの活用先として、未来の金融サービスのあり方を一緒に検討できるパー

トナーを募集する。 

3.健康スコアの精度を高めるための医療知見を求めます 

 １）睡眠 

 ２）食事 

 ３）歩行 

 ４）ストレス 

 ５）エイジング 

 ６）医療全般 

 

mailto:synap@s-renaissance.co.jp


 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

26 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
ネスレ日本株式会社 

東京都品川区東品川２－２－２０天王洲郵船ビル２０階 

連絡先(メールアドレス等)  Akiko.kumagai@jp.nestle.com 

URL（任意記載）  https://nestle.jp/brain-hq/kagayaki-pro/ 

自由記述欄 

 脳の可塑性理論に基づき、科学的に開発された BrainHQ の日本語版を販売。 

数多くの効果が認められており、１６０以上の文献にまとめられている。 

多くの方にご利用いただき、認知機能改善につなげていただきたいと考えている。 

⚫ 主な効果としては以下のようなものがある 

➢ 脳の処理速度の１３０%アップ 

➢ 本人に過失のある交通事故の４８％減 

➢ 記憶力が１０歳分相当改善 

➢ 体のバランス改善、歩行速度改善 

➢ 認知症発症リスク３３％減 

http://p.nestle.jp/bhq-report/ 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 朝日新聞社 

（東京都中央区築地 5-3-2） 

連絡先(メールアドレス等)  sakata-k@asahi.com 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

  認知症という症状を「自分事」としてより正確に理解するために、認知症当事者の

視点から世界を視る VR（ヴァーチャル・リアリティ）を使った体験型の研修講座を開

発した。ただし、VR だけに着目するのではなく、認知症当事者が症状や困ったこと、

社会への期待を語るインタビュー動画、認知症という病理を理解するための認知症治

療の第一人者の解説動画を組み合わせた体験型の講座内容である。受講者は、研

修を受ける前と後で意識変化や行動変容が起こることを目的する。講師が一方向で

語る研修ではなく、自らが認知症当事者の視点を体験し、当事者の語りを聞くこと

で、受講者の本質的な変化を促す。一方、医学的観点からも基礎知識を得ること

で、感性と理性に同時に訴える。これにディスカッションやロールプレイングを加えること

で、より深い理解につながる。VR は現段階で「階段を下りる」「幻視・幻聴」「自動車

の運転」の三つを用意している。オリジナルの補助テキストを用意している。 

 

 

http://p.nestle.jp/bhq-report/


 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 不二製油（株） 

〒598-8540 大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 

連絡先(メールアドレス等)  

URL（任意記載） https://www.fujioil.co.jp/ 

自由記述欄 

認知症の予防には運動、食、コミュニケーションが必要である。運動は大阪河崎リハビ

リテーション大学の理学療法士が運動機会を提供、不二製油（株）が認知症予防

効果を報告している大豆ペプチド（大豆ペプチドを含んだ飲料“ペプチドアスリエー

タ”）を提供、そして、場（コミュニティー）を大阪府貝塚市が提供し、産学官連携で

の地域住民の健康と交流に関する取り組みを行っている。 単発的イベントとして終

わることなく、住民ボランティアスタッフを養成し、教室修了生による自主グループ立ち

上げを含めた、身近な住民互助による認知症予防教室として広げていくことを計画し

ている。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 不二製油（株） 

〒598-8540 大阪府泉佐野市住吉町 1 番地 

連絡先(メールアドレス等)  

URL（任意記載） https://www.fujioil.co.jp/ 

自由記述欄 

「補完代替医療」の考えのもと、高齢者の認知機能改善、健康寿命延伸を目的に、

（株）エクシングは音楽と運動を組み合わせた音楽療養コンテンツを提供している。 

一方、不二製油（株）は、認知機能改善機能を有する食品素材として、大豆ペプ

チド（大豆ペプチドを含んだ飲料“ペプチドアスリエータ”）を提供している。 

そこで、大阪府高石市が地域高齢者を集める場を提供し、産学官連携（現在、産

官のみ）での音楽と食を組み合わせた地域住民の健康と交流に関する取り組みを

計画している。 

 

 

 

 

  



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社カーブスジャパン 

〒108-0023 東京都港区芝浦 3－9－1 芝浦ルネサイトタワー 

連絡先(メールアドレス等)  promotion@curves.co.jp 

URL（任意記載） http://www.curves.co.jp/medical/aging/ 

自由記述欄 

カーブスは、1 回 30 分で誰でも無理なく運動が出来る、女性専用の体操教室。

サーキットトレーニングによる、有酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチの 3 つの運

動をバランスよく、効果的に実施出来る運動プログラムを提供。また、各種研究機関

と共同研究を行い、科学的な観点でカーブスの運動の効果について検証を実施。 

認知症の分野においては、東北大学加齢医学研究所川島隆太研究室と共同

で、短期間のサーキットトレーニングが、高齢者の認知機能に及ぼす効果について科

学的な検証を実施。その結果、4 週間のサーキットトレーニングが、実行機能・エピソ

ード記憶・処理速度など広範囲な認知機能を改善することが実証された。サーキット

トレーニングは高齢者でも取り組みやすいため、今後急速な増加が見込まれる高齢

者の認知症予防や認知機能リハビリなどへの応用が期待される。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 ツモリレコード株式会社 

東京都杉並区天沼 1 丁目 4-5 

連絡先(メールアドレス等)  shuji@tsumorirecords.com 

URL（任意記載）  www.tsumorirecords.com 

自由記述欄 

 「懐メロ回想法」はこれまでの回想法が懐かしい写真や道具をトリガー(切っ掛け)に

していたのに加え、対象者の年齢や出自環境に合わせた懐かしい音楽や映像を、弊

社開発の独自システムで探し出しトリガーにすることによって、よりビビッドに ADL 記憶

を喚起し認知症の予防・改善を図る新しいメソッドです。 

 これまでに 300 人を超える高齢者を対象に、高齢者施設、商業施設などで実施

し、普段塞ぎ込んでいた方が生き生きと話し始めたり、忘れていた事を思い出したりす

る効果が数多く認められています。また、引き籠りがちだった方が外出する切っ掛けに

なったり、会場で新しいコミュニケーションが形成されたりするなど、ポピュレーションアプロ

ーチ効果も確認されています。 

  

mailto:promotion@curves.co.jp


 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  

 ユニ・チャーム株式会社 

〒108-8575 東京都港区三田 3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館 

連絡先(メールアドレス等) info@social-walking.com 

URL（任意記載） http://www.unicharm.co.jp/lifree/dementia-prevention/index.html  

自由記述欄 

認知症予防に効果があると言われている“社会参加”と“ウォーキング”を組み合わせた

「ソーシャル・ウォーキング®」に取り組んでいただける団体や自治体をサポートいたしま

す。詳しくは事務局までお問い合わせください。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
  株式会社仙台放送 

宮城県仙台市青葉区上杉 5-8-33 

連絡先(メールアドレス等) oxkikaku@ox-tv.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.ox-tv.co.jp/brain/ 

自由記述欄 

ヒト型ロボットによる『川島隆太教授のいきいき脳体操』は、人間らしさを司る脳の「前

頭前野」を活性化させ、認知機能の維持や認知症の予防を目的とした脳のトレーニ

ングを、ヒト型ロボットによる司会・進行で行うサービスです。全てのトレーニングは、東

北大学加齢医学研究所の川島隆太教授の監修を受けています。 

現在、介護施設や医療施設のレクリエーション用として利用されており、施設職員が

多忙を極める入浴前後の時間帯等に、人手をかけずに、30 名から 40 名の高齢者

に対して、集団レクリエーションを行うことができます。 

トレーニングは１回 30 分で、「計算、記憶、判断、我慢」を鍛える内容の脳のトレー

ニング問題のほか、「簡単な体操プログラム」も提供。通常はレクリーションに興味を示

さない男性が積極的に参加するようになったり、導入施設の職員のモチベーションが向

上し、離職率の低下につながるなど、予期せぬ好影響も報告されています。  

 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
  株式会社仙台放送 

宮城県仙台市青葉区上杉 5-8-33 

連絡先(メールアドレス等) oxkikaku@ox-tv.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.ox-tv.co.jp/brain/ 

自由記述欄 

『川島隆太教授のいきいき脳体操～大人の脳活性化アプリ～』は、人間らしさを司る

脳の「前頭前野」を活性化させ、認知機能の維持や認知症の予防を目的とした脳の

トレーニングアプリです。全てのトレーニングは、東北大学加齢医学研究所の川島隆

太教授の監修を受けています。 

アプリは、「記憶」「計算」「我慢」「判断」の４つのカテゴリーに、計 13 種類を搭載。そ

れぞれに４段階のレベル設定を行うことで、ユーザーに適した難易度を設定することが

できます。また、画面の色彩や文字の大きさについては、高齢者に判別しやすいものを

実装しました。またこのアプリのプロトタイプを、仙台市とフィンランド・オウル市において、

実際の高齢者にご利用いただき、脳の活性化とユーザビリティーに関する調査も行い

ました。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
  株式会社仙台放送 

宮城県仙台市青葉区上杉 5-8-33 

連絡先(メールアドレス等) oxkikaku@ox-tv.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.ox-tv.co.jp/brain/ 

自由記述欄 

『川島隆太教授のいきいき脳体操～テレビ＆ゲーム配信版～』は、人間らしさを司る

脳の「前頭前野」を活性化させ、認知機能の維持や認知症の予防を目的とした脳の

トレーニング機器です。全てのトレーニングは、東北大学加齢医学研究所の川島隆

太教授の監修を受けています。現在、介護施設や医療施設のレクリエーション用とし

て利用されており、オンラインでトレーニング用のゲームや、動画コンテンツを配信してい

ます。タッチパネルを活用していることから、脳のトレーニングだけでなく、体を動かすリハ

ビリ効果も狙った商品設計となっています。ゲームは２か月に１度追加されており、

2018 年 11 月現在、33 種類のトレーニングゲームを配信しています。 

  



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   有限会社ユーマンネットワーク 

連絡先(メールアドレス等)  mitsuru.unten@jcom.zaq.ne.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 弊社は、集束音波（衝撃波）を利用して治療装置を開発しています。この集束

音波を利用して、認知症が治療できる可能性があります。治療方法は、認知症患者

の脳に弱い集束音波を照射して刺激して治療する、一種の物理療法です。現在認

知症は、治療法がない状況です。本装置の開発に、ご協力いただける会社を探して

います。興味を持っていただければ、連絡をお願いします。事業計画等、資料を送付

させていただきます。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
公立大学法人・名古屋市立大学、名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１ 

森永乳業株式会社・基礎研究所、座間市東原５－１－８３ 

連絡先(メールアドレス等) michi@med.nagoya-cu.ac.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

超高齢社会に突入した日本において、アルツハイマー病は 500 万人を超え、その予

備群も 400 万人を数える国家的な課題となっている。治療法開発が困難を極める

なかで、真に有効な予防法の開発は急務である。  

我々は、乳成分であるラクトフェリンまたはビフィズス菌を餌に混ぜてマウスに投与する

と、認知症発症を予防し、アルツハイマー病の原因分子である Amyloid beta タン

パク質の脳内沈着を抑制した。そのメカニズムとして脳内 Amyloid beta タンパク質

に結合し脳内分解、脳外排出に作用する ApoE の産生を促進することが考えられ

た。すでにラクトフェリンやビフィズス菌を食品に添加した商品を販売しており、また健康

食品として製品化している。本事業により、アルツハイマー病予防効果をもつ機能性

商品として販売するための臨床データを取るための臨床試験（検証）が可能にな

る。その効果検証では、多くの参加者を得ることが必要であり、自治体の協力が効果

的である。 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  公立大学法人・名古屋市立大学、名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１  

連絡先(メールアドレス等) michi@med.nagoya-cu.ac.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

超高齢社会に突入した日本において、アルツハイマー病は 500 万人を超え、その予

備群も 400 万人を数える国家的な課題となっている。治療法開発が困難を極める

なかで、真に有効な予防法の開発は急務である。  

歯周病は、アルツハイマー病発症と関連があることが疫学研究から指摘されており、

我々の基礎研究ならびに、臨床介入試験によって歯周病治療と口腔ケアが認知症

の進行ならびに予防に効果があることを確認した。 

本事業では、高齢健常者において歯周病治療と口腔ケアによる認知症発症の予

防効果を検証する。口腔ケアに有効な電動歯ブラシを使用し、定期的な口腔ケアを

歯科医・歯科衛生士によって実地し、定期的に認知機能検査をすることでこの検証

は可能である。国立長寿医療研究センターの長期縦断研究により、70 才以上の高

齢者の認知症発症率は毎年 4%程度であることが明らかになっていることから、2-3

年の経過観察により 200 人の参加者を得られれば、24 人前後の認知症発症数が

予想される。自治体の協力が得られれば、十分に検証可能と判断できる。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  

株式会社つくばウエルネスリサーチ 

〒277-8519 

千葉県柏市若柴 178 番地４ 柏の葉キャンパス 148 街区２ KOIL 505 

連絡先(メールアドレス等) fukubayashi@twr.jp 

URL（任意記載） http://www.twr.jp 

自由記述欄 

 
つくばウエルネスリサーチでは、筑波大学における研究成果を基盤に、多くの住民に

対して個別指導と継続支援を可能とする運動・栄養プログラムを提供する管理システ
ム e-wellness システムを構築しています。 

ICT を活用することで、高齢者の体力・ライフスタイルに応じたオーダーメードプログラ
ムが提供できること、全国どこでもプログラムを提供できること、そして少ない指導者で
も多数の住民に対して健康づくりの支援をできることが特長です。 

既に e-wellness システムはこれまでに 100 団体・5 万人以上に提供されてお
り、導入各団体ともに体力年齢の若返り(3 か月後に 5 歳以上)、健康度の向上の
効果を確認しています。また、医療費分析を行う自治体においては、医療費抑制効
果（一人当たり 10 万円/年）、介護認定リスクの低減効果（64%）も明らかに
しています。 

現在、これらの成果を基に、認知症になるリスクの一番である「身体的不活動」の
改善にむけて、自治体を中心にフレイル予防の事業を全国に展開しています。  
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
奈良県立医科大学 

奈良県橿原市四条町 840 番地 

連絡先(メールアドレス等) shioyama@naramed-u.ac.jp 

URL（任意記載） http://www.naramed-u.ac.jp/ 

自由記述欄 

 健康長寿社会の実現には、運動・栄養・睡眠・口腔ケア・コミュニケーション・社会と

のかかわりなどの推進が重要。また、五感や想感を刺激する環境や社会介入を実現

することで、生活機能のみならず認知機能低下や認知症発症の予防も期待できる。

本課題では、１）病院や在宅において、遠隔制御可能なコミュニケーションロボット

(Vstone 社製 Sota など)を用いた介入（会話量増加、運動・認知・歌などの二重

課題、など）を実践し、介入による認知機能改善効果を検証、２）病院や在宅に

おいて、五感と想感を刺激し、ストレス軽減作用のある快適実験空間を構築し、スト

レス度、睡眠効率、認知機能、生活機能などへの効果を検証（疑似窓、映像、緑

化、自然音、アロマなど）。奈良県立医科大学の横断的な健康長寿研究グループ

で、奈良県立医科大学が推進している医学を基礎とするまちづくり（Medicine 

Based Town ：MBT)に参画している企業などと連携し、実践する。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社野村総合研究所 

東京都千代田区大手町 1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 

連絡先(メールアドレス等) 
 産業デジタル企画部 ヘルステックグループ グループマネジャー 
小塚信昭 n-koduka@nri.co.jp 

URL（任意記載）  https://www.wellbeing.plus/#/auth/login 

自由記述欄 

 株式会社野村総合研究所（以下、NRI）では、企業や健康保険組合向けに健
康総合管理システム「WELL plus+」
（https://www.wellbeing.plus/#/auth/login）を提供している。現在、
WELL plus+を自治体向けにアレンジし、認知症に特化したシステムを開発すること
を予定している。 

企業向けに提供している WELL plus+では、従業員向けの豊富なリアル・デジタ
ル施策を軸に、保健スタッフによる対象者抽出や面談管理のほか、健保組合や企業
の健康経営推進部門による KPI 管理や、施策の参加状況等のリアルタイム管理を
可能にしている。従来は、これらの取組や指標は一元化して管理されていなかったが、
WELL plus+によって一元管理を可能にし、企業の健康経営や健保組合のデータ
ヘルス計画の達成を加速させるプラットフォームとなっている。 

現在、WELL plus+を自治体向けのプラットフォームにアレンジすることを想定して
いる。従来の企業向けのシステムでは、生活習慣病を主な対象としていたが、様々な
自治体が高い課題意識を持つ「認知症」に対してのプラットフォームとすることを想定し
ている。 

実証実験では、認知症に関する取組を推進する上で、どのようなデータ項目を収
集すべきか、どのようなデータ項目を収集すると自治体にとって有益であるのかを検証
したいと考えている。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社銀座・トマト 

 東京都中央区銀座 8-10-4 

連絡先(メールアドレス等)  salesinfo@ginza-tomato.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.ginza-tomato.co.jp/ 

自由記述欄 

 「真珠層粉末及び真珠層粉末を含む健康食品」 

真珠は、古来より漢方薬として、世界中で利用されている。必須アミノ酸を含む 17

種類のアミノ酸、微量元素が含まれ、良質なカルシウムの摂取源となる。真珠層粉末

は、ラット及びヒト試験で、内臓脂肪減少、体脂肪減少効果が確認され、抗メタボリ

ック効果を確認したほか、カルシウム摂取によるロコモティブシンドローム予防、精神安

定効果が期待され、高齢者の適正体重と運動習慣の維持に役立つ素材として提供

が可能である。自宅にひきこもらず、社会からの孤立を防ぐことで、認知症の対策に役

立つと考えられる。 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社銀座・トマト 

 東京都中央区銀座 8-10-4 

連絡先(メールアドレス等)  waka@ginza-tomato.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.ginza-tomato.co.jp/ 

自由記述欄 

 「バラ胎座細胞（プラセンタ）抽出原料及び健康食品」 

植物プラセンタ（胎座由来抽出物）は、アミノ酸やミネラル、ファイトケミカルと言われ

る植物の栄養成分が豊富に含まれており、抗酸化性が極めて高いのが特長で、動物

プラセンタ（胎盤由来抽出物）とは異なり、性ホルモンや抗生物質などの有害となる

成分を全く含まず、動物由来病原体等が混入する心配もないため、その安全性の高

さが評価されている。 

 当社は、植物の生体防御機能や全分化能（細胞の自己再生）に早くから着目

し、植物プラセンタ研究の第一人者であるベルリン大学名誉教授であるリームシュナイ

ダー博士の 50 年の研究の成果を継承し、2006 年に世界初となるライ麦由来植物

プラセンタを上市した。また、2011 年にはダマスクローズの胎座細胞を組織培養する

ことに成功し、その抽出物をバラプラセンタ™エキスとして開発・上市している。 

 バラプラセンタには、抗酸化効果、免疫調整に関与するサイトカイン産生促進や神

経突起の伸張効果などがあり、認知症予防成分として大いに期待できる。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   株式会社ベスプラ、東京都渋谷区神宮前 5-18-10 エクサスペース 3C 

連絡先(メールアドレス等)  y.toyama@bspr.co.jp 

URL（任意記載）  https://www.bspr.co.jp 

自由記述欄 

 当サービスは、世界初と言える認知症予防に向けた総合サービスとして『①検査』⇒

『②予防』⇒『③家族への共有』をアプリや AI を使って仕組み化しています。 

『①検査』は、警察庁にて作成された「運転免許更新時の認知機能検査」を Web

上に展開しており、ナビゲーションにて誰でも簡単に実施でき、10 万人の実績がありま

す。『②予防』は、スマホアプリにて脳科学に基づく活動「運動・食事・脳刺激」を推奨

し、AI が目標設定・評価・助言等、適切な活動を促すことで、脳を最適な状態に保

つことをサポートします。第一生命の認知症保険の付帯サービスとして採用された実

績があります。『③家族への共有』は、家族用サイトを通じて、『①検査』や『②予防』

アプリの予防情報やリスクアラートが届く見守り機能に加え、写真やメッセージの共有も

でき、家族 SNS として楽しくご利用いただけます。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社 アイトシステム 

京都府福知山市篠尾新町 4-1-1 アミックビル 3F 

連絡先(メールアドレス等)  info@aitosys.com 

URL（任意記載）  https://www.aitosys.com/ 

自由記述欄 

認知症の前段階である MCI（軽度認知障害）の段階で気づくことが出来れば、服

薬治療や生活習慣の見直し等で進行遅延や改善が見込めるとされています。 

『アイシル』では、各種センサにより 24 時間 365 日の見守りとボタン操作による、服

薬や食事等の摂取状況をクラウドを介し、離れて暮らすご家族にお知らせします。この

見守りで得られたデータ（行動観察）とボタン操作状況（認知機能観察）を独自

のアルゴリズムで評価し、生活状況の変化を可視化させます。変化が大きくなれば、

医師の診断をあおぎ、MCI の早期発見に繋げ、認知症への進行を予防します。 

全国の要介護認定者の認知症保有率は 85％に上っています。認知症予防は、高

齢者福祉において最重要課題と言えますが、核家族化や人間関係の希薄化が発

見遅延に繋がっている現状もあります。そんな今こそ、信頼の厚い自治体を中心に、

地域や社会が連携し 1 つのチームになって早期発見を推進する必要であると考えて

いますので、ご協力願います。 

 

mailto:y.toyama@bspr.co.jp


 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMEDが本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  

 NPO 法人日本ウエルネスダーツ協会、大阪市北区本庄東 2-3-31ASK ビル 
 同志社大学 スポーツ健康科学部、京田辺市多々羅都谷 1-3 
 株式会社博報堂 関西支社、大阪府大阪市北区中之島２丁目２−７ 中之島セントラルタワー 

16F 

連絡先(メールアドレス等) 上田豊 (ＷＤ協会) info@welldarts.org 

URL（任意記載）  http://www.welldarts.org/ 

自由記述欄 

 健康寿命応援アクティビティ【ウエルネスダーツ普及プロジェクト】 
超高齢社会である日本おいて、「健康寿命」の延伸は、介護費や医療費の軽減にも
つながる、喫緊の社会的課題です。シニアの楽しく明るい生活を目指し、ウエルネスダ
ーツを普及することで健康寿命延伸を応援するのが本プロジェクトの趣旨です。 
ウエルネスダーツ（以下、WD）とは、老若男女誰もが気軽に楽しめるもので、 
的は 10 分割（一般的なダーツの半分）、的までの距離も短いため、一般的なダー
ツより難易度は低めですが、点数計算は基本的に自分の頭で行います。また、複数
人によるチームで対戦を行うのを基本とします。そのため、カラダ・アタマ・社会性の３つ
の点で、シニア世代のフレイル（虚弱）を改善できるスポーツといえるでしょう。 
本プロジェクトでは、それぞれ下記の通りの役割で、活動をしております。 
●WD の効果（フレイル改善および認知機能改善）の研究・実証 
 ⇒同志社大学スポーツ健康科学部、竹田正樹教授 
●ＷＤの環境整備・指導員育成 ⇒ウエルネスダーツ協会  
●ＷＤ普及にむけた企画・設計  ⇒株式会社博報堂 関西支社 
普及活動に、賛同参画して頂ける、企業・団体・個人も歓迎致します 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地    DeSC ヘルスケア株式会社、東京都渋谷区渋谷 2-21-1 渋谷ヒカリエ 

連絡先(メールアドレス等)  kencom-planner_my@dena.jp 

URL（任意記載） 

https://www.desc-hc.co.jp/ （DeSC ヘルスケア株式会社について） 
弊社提供サービスについて： 
KenCoM(https://kencom.jp/)、ひさやま元気予報
（https://healthcare.dena.com/projects/services/hisayama） 

自由記述欄 

 健康増進サービス KenCoM 
（利用者に気づきを与えるひさやま元気予報という機能を含む） 
・KenCoM について 
利用者の皆さまが「楽しみながら、健康に。」なっていただくために、DeSC ヘルスケアが
提供する ICT を活用した健康増進支援サービスです。 
健診結果の閲覧や個々に合わせた日々の健康情報を配信することで、利用者の健
康意識の変容を図るとともに、アプリケーション内でのウォーキングイベントの実施やポイ
ントによって利用者が健康的な行動に移れるよう促します。 
・KenCoM に搭載されているひさやま元気予報について 
久山町研究（生活習慣病の疫学調査）の成果に基づき、将来の生活習慣病の
発症リスクを提示するとともに、生活習慣の改善効果をシミュレーションすることができ
る ICT ツールです。KenCoM においては、ひさやま元気予報によって将来の生活習
慣病の発症リスクが提示されることで、健康意識の気づきが得られ、結果として健康
行動に移っていただくことを狙いとしています。現在は糖尿病、心血管病の 2 つの疾患
のみを対象疾患としていますが、認知症も今後検討予定となります。 

  

http://www.welldarts.org/
mailto:kencom-planner_my@dena.jp
https://www.desc-hc.co.jp/
https://kencom.jp/
https://healthcare.dena.com/projects/services/hisayama
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
一般社団法人日本セルフケア研究会 

〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 5-35-1 

連絡先(メールアドレス等) info@j-selfcare-i.jp  

URL（任意記載）  

自由記述欄 

超音波（イルカが水中でコミュニケーションとして使用している30キロヘルツの微弱

な超音波）・頭部ケアマシン「ウルトラーマ」や福祉用具「タップマスター」などの機器を

活用した、運動が苦手な方や筋力が衰えて運動できない方でも、意思があればセル

フでできる受動運動サービスを提供しています。こちらのサービスはスポーツクラブなどの

施設の一部に設置し、提供して頂く事が可能です。また、空き家を活用したいとお考

えの方へのご提供もできます。さらに、使用機器はハンディータイプの為、訪問ケアとし

て在宅の方々へ機器をお持ちし、体験して頂くこともできます。 

６月に京都で開催される、世界パーキンソン病学会への出展を予定しています。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社日本クアオルト研究所 

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 3-1-36 林太陽ビル８F 

連絡先(メールアドレス等) info@kurort.co.jp 

URL（任意記載） http://www.kurort-japan.com 

自由記述欄 

「クアオルト健康ウオーキング」は、ドイツのクアオルト（療養地・健康保養地）で治療

として利用されている「気候性地形療法」を基本とした、日本型に改良されたウオーキ

ングです。当社では、高齢者を含め、参加者の安全を最優先するために、クアオルト

健康ウオーキングのコース認定と専任ガイド講習を厳格にしています。現在 17 の自治

体等で取り組みが広がっており、さらに全国に広めるために活動しています。 

専任ガイドによる無理のない、安全な運動指導で、仲間とともに楽しく歩くクアオルト

健康ウオーキングの手法は、有酸素運動とレジスタンス運動（筋トレ）を含んでおり、

行動変容を促すことから、認知症対策として期待されています。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
有限会社げんごろう（言語朗） 

東京都墨田区緑 4-24-19-702 

連絡先(メールアドレス等) maiko@gengoro.net 

URL（任意記載） https://www.gengoro.net 

自由記述欄 

創立より 38 年のカルチャー分野でのノウハウを活かし、介護・福祉分野で活用出来

る、「認知症予防朗読プログラム」を、（地独）東京都健康長寿医療センター研究

所 社会参加と地域保健研究チームの研究部長藤原佳典医学博士、主任研究

員の鈴木宏幸心理学博士と共同開発しました。 

 2014 年東京都板橋区で行った実証実験の結果、記憶機能、肺活量、精神的

健康の向上とともに、【言語機能の向上】に効果が見られ、認知症予防はもちろん、

介護予防・フレイル予防として地方自治体、行政施設、カルチャーセンター等で導入

されています。 

使用する教材はすべて弊社のオリジナルで、回想法を巧みに取り入れた専門テキス

ト『思い出す劇場』（原作・脚本：岡崎柾男）をはじめ、声を出しながら身体を鍛

え、脳を活性化させる【声出し脳トレーニング】の各種教材を開発、販売しています。 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  特定非営利活動法人声とことばの力 

連絡先(メールアドレス等)  m.hirao@koetokotoba.org 

URL（任意記載） https://www.koetokotoba.org 

自由記述欄 

声とことばを鍛えることにより、認知機能低下抑制を行う「認知症予防朗読プログラ

ム」は、（地独）東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研

究チームの研究部長藤原佳典医学博士、主任研究員の鈴木宏幸心理学博士と

共同開発しました。 

 2014 年東京都板橋区で行った実証実験の結果、記憶機能、肺活量、精神的

健康の向上とともに、【言語機能の向上】に効果が見られました。 

同研究所の手がける読み聞かせ等、他のプログラムでは言語機能に効果は見られ

ず、認知症予防はもちろん、介護予防・フレイル予防として活用出来るプログラムで

す。 

現在は介護予防普及啓発事業として、墨田区・大田区等で導入されているほ

か、高齢者福祉施設でのレクリエーション、公民館等の行政施設での健康講座、カル

チャーセンターでの健康講座等で広く実施されています。 
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非制限公開として登録された情報 

（様式３）ソリューション（対応方法）- 生活支援・社会受容 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 株式会社電興社 (曳馬工場) 

 静岡県浜松市 

連絡先(メールアドレス等)  dew@denkosha.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.denkosha.co.jp/ 

自由記述欄 

  当工場は、電子・電気制御装置の制御基板、ケーブルハーネス、ユニット組立及

びソフトウェア設計・開発・製造技術で現場の自動化・省人化・合理化・効率化ニー

ズにお応えをしています。 現在、生活支援用品の在宅用服薬支援機 『お薬のんで

ね！ TS2-P3』の販売を行っています。  

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   株式会社 トレイル 

連絡先(メールアドレス等)  mail@uraraca.net 

URL（任意記載）  https://www.uraraca.net/ 

自由記述欄 

認知症による徘徊行動を見守る為の GPS 機器や Beacon 機器を内蔵出来る靴

GPS ウォーク®の開発、販売。2015 年グッドデザイン賞受賞、平成 28 年度ひょう

ご新商品調達認定制度認定。当初、NTT ドコモ社製の GPS 機器のみを内蔵出

来る靴でしたが、商品の改良を行い、世界標準 GPS 機器トラッキモ GPS や Off 

Line 株式会社製の LoRa ビーコン（実証実験中）を内蔵出来るよう汎用化をしま

した。 

GPS 機器や Beacon 機器等を使い、見守りを行う場合に、機器の持たせ方として

の靴を提案・開発いたします。また、介護施設、地方自治体等による見守りの実証

実験やモニターテスト等、協業のＧＰＳ開発業者、Beacon 開発業者と共に、提

案、提供いたします。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社健康ソクラテスの会  

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町 5-2 第 2 日成ビル 5F 

連絡先(メールアドレス等)  service@socrates.life 

URL（任意記載）  https://socrates.life/ 

自由記述欄 

認知症の予防・対策・回復を目指し、会員向けに各サービスや情報を提供。 

① 見つかるシール 

 QR コードシールを使った掲示板での探索（徘徊から忘れ物まで）。 

② 賠償補償制度（認知症でも可） 

 家族の賠償補償制度を付帯。被保険者は親族でも可。 

   最大１億円の賠償保証 及び 示談交渉サービス 

③ 認知症相談・介護相談窓口 

④ その他 見守り電気、家賃保証サービス、介護旅行を会員特典で提供 

⑤ HP や SNS で最新情報の配信及びイベントの開催 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
一般社団法人 日本介護美容セラピスト協会 

〒553-0001 大阪市福島区海老江 1-11-17 

連絡先(メールアドレス等) info@beauty-touch-therapist.jp 

URL（任意記載） http://beauty-touch-therapist.jp/ 

自由記述欄 

 高齢になっても「キレイの気持ち」を持ち続けることが認知症の症状悪化を遅らせた

り、老いても尚その人らしく生きることを支援することで健康寿命延伸を目指した「心と

体の美容療法」。 

高齢者の要支援・要介護度に合わせて 

・お一人おひとりに寄り添ってビューティタッチセラピストが施術するタイプ 

・参加者ご自身で美容やアロマを楽しみながら ADL(日常生活動作）の維持・向上

を目的としたレッスンタイプ 

を準備しています。 

また、高齢者向け美容のスペシャリストとして活躍したい方に向けた、ビューティタッチセ

ラピスト認定基本講座を全国各地で開講し、「心と体の美容療法」の普及拡大に努

めています。  

 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

42 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 ㈱学研プラス 

東京都品川区西五反田 2-11-8 

連絡先(メールアドレス等)  k.kawakami@gakken.co.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

  なんにでも簡単に添付できる特殊シールとスマートフォンアプリを利用して、高齢者

の徘徊行方不明を公助と互助の力で未然に防ぐ。他方、忘れ物や落し物逸失を防

ぎ、認知症患者、その家族、保護者、施設職員等の生活の向上を図ることを目的と

する。一般社団法人セーフティネットリンケージの仕組みを使用。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 東京海上日動火災保険株式会社 

東京都千代田区丸の内１－２－１ 

連絡先(メールアドレス等)  you.torishima@tmnf.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 弊社では、「認知症になった方」が起こした以下事故を補償する保険を販売開始し

たため、本保険を普及可能なフィールドやパートナーを見出したい。 

・行方不明となった場合の捜索費用（30 万円限度） 

・他人にケガをさせた場合や物を壊してしまった場合、線路への立ち入りでの賠償（1

億円限度） 

・交通事故によるケガで死亡・後遺障害を負った場合（50 万円限度） 

・被害者が死亡した場合の見舞費用（15 万円） 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社メディヴァ 

〒158-0097 東京都世田谷区用賀 2-32-18-301 

連絡先(メールアドレス等) contact@mediva.co.jp 

URL（任意記載） www.mediva.co.jp 

自由記述欄 

英国スターリング大学 DSDC(認知症サービス開発センター)は、大学の付属研究

機関として、過去 30 年近くにわたる学際研究を通し、認知症の人々が暮らしやすい

環境づくりを科学的に研究・検証し、様々な専門的知見を蓄積し、英国内外で社

会実装している。 

株式会社メディヴァは、認知症デザイン研究の国際的リーダーであるスターリング大

学 DSDC と連携して、自治体、病院や介護施設、建設会社、設計会社、リフォー

ム会社に対して、認知症デザインの理論的な理解から実際の導入まで、広く支援す

る。また、英国スターリング大学が作成した認知症デザイン認証（建物が認知症デザ

インの基準を満たしているかの適格性認証）取得の支援も行う。 

  弊社の支援により、認知症デザインを導入した施設では、英国スターリング大学の

認知症デザイン認証で最高評価である「ゴールド」を日本で初めて授与された。 

（東急不動産（株）「グランクレール世田谷中町ケアレジデンス」と（医）プラタナス

「ナースケアリビング世田谷中町」） 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 司法書士法人おおさか法務事務所 

 大阪府大阪市中央区久太郎町２丁目５番２８号 

連絡先(メールアドレス等)  inaoka@olao.jp 

URL（任意記載）  https://olao.jp/support/ 

自由記述欄 

関西・関東を中心に、約 200 件以上の方の法定後見・任意後見業務をしていま

す。 

個別性を重視し、意思決定支援、身上保護について多くの方の後見業務をしてきた 

ノウハウを活かしご本人にあったライフプランを検討、提供しています。 

また、任意後見業務については、今後の生活の不安を丁寧にヒアリングし 

寄り添いながらご本人が御満足されるライフブランを共に形成していきます。 

特に身寄りの少ない方のニーズが非常に増えており、医療・介護者・関係者の負担

軽減につながります。 

長年蓄積したノウハウを今後、後見人業務を始めていきたい方にむけ 

情報共有・業務支援（特に身上保護部分について）を考えています。  
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社プロアシスト 

大阪市中央区北浜東 4 番 33 号 北浜ネクスビル 28 階 

連絡先(メールアドレス等)  @proassist.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.proassist.co.jp/wnrc/index.html 

自由記述欄 

  ウェルネスノルディックリラックスチェアは、癒しの音楽を聴きながら、ゆったりと揺れる

電動ロッキングチェアです。 

北欧の介護現場では利用された高齢者の方々が穏やかに過ごす時間が増えた。労

働負担が軽減され、職場環境が改善された。と 2015 年から 2 年間で 1,500 台が

介護施設に導入されました。 

 

 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
合同会社なゆた 

〒274-0064 千葉県船橋市松が丘５-49-36 

連絡先(メールアドレス等)  llcnayuta@gmail.com 

URL（任意記載）  https://nayuta.localinfo.jp/ 

自由記述欄 

 現在、障害福祉分野のグループホーム事業を展開しております。 

代表が理学療法士であり、総合病院急性期と回復期で勤務した経験があり、今後

は、リハビリ特化型のグループホーム事業を展開していく予定です。 

６５歳未満の若い世代で介護保険が取得出来ない方を対象にしていきたいと思い

ます。若年障がい者のためのリハビリにより認知症予防に繋げていきたいと考えておりま

す。 
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
東京大学大学院医学系研究科 高齢者在宅長期ケア看護学 

東京都文京区本郷 7-3-1 医学部 5 号館 

連絡先(メールアドレス等)  msakka-tky@umin.ac.jp 

URL（任意記載） http://www.adng.m.u-tokyo.ac.jp/ 

自由記述欄 

当研究室では、コンビニエンスストアにおける認知症高齢者支援スキルの向上と地

域ネットワークづくりを目的に、練馬区と共同で「ねりまコンビニ協働プロジェクト」を発

足し、地域の認知症高齢者への支援において生じ得るジレンマ事例を題材にしたカ

ードゲームを用いたプログラム「N-impro（ニンプロ）」を開発、展開してきた。 

本事業では、N-impro の発展型として地域住民および企業等で働く人を対象と

したカードゲームを開発し、これを手掛かりとした認知症にやさしい地域づくり・職場づく

りを目指す。地域住民を対象としたプログラムでは、住民として認知症をもつ人に対応

する際の態度やスキルを醸成する。企業等働く場におけるプログラムでは、働きながら

認知症を持つ人を介護する家族介護者や仕事と疾患管理の両立を目指す若年認

知症をもつ人への理解を深め、支援する意識の向上を図る。本事業により、認知症

の人とその家族にやさしい地域づくり・職域づくりを目指すことができる。 

本事業のプログラムは、N-impro のカードゲームのみでなく、認知症をもつ人やその

家族の一人称体験をするための VR を新たに開発し、その立場で感じる感情を実感

した上で、支援のスキルを習得するプログラムとする。 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 三井住友海上火災保険株式会社 

 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-11-1 

連絡先(メールアドレス等)  d-yamaki@ms-ins.com 

URL（任意記載）  https://www.ms-ins.com/ 

自由記述欄 

自治体独自の『認知症モデル』構築、官民連携の取り組みを支援いたします。 

・弊社は、今年 1 月 28 日よりスタートした全国初の総合的な認知症対策『神戸モ

デル』の事故救済制度の制度運用会社です。 

・神戸モデルは、市民に認知症の早期検査を促す「診断助成制度」と認知症の人が

起こした事故などの被害者救済を補償する「事故救済制度」の２本柱から成ります。 

・今年４月からスタートする「事故救済制度」は、官民連携による事故の予防と救済

（損害保険）の一体スキームを構築し、「認知症の人にやさしいまちづくり」を体現し

たことで、その先進的な取組に注目が集まっております。 

・『神戸モデル』をベンチマークに、各自治体様の特性を鑑み、官民の強みを生かした

事業を組み合わせ、自治体独自の「認知症モデル」構築に向けて支援いたします。  

mailto:d-yamaki@ms-ins.com
https://www.ms-ins.com/
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
株式会社 アイトシステム  

〒620-0055 京都府福知山市篠尾新町 4-1-1 アミックビル 3F 

連絡先(メールアドレス等) info@aitosys.com 

URL（任意記載） https://www.aitosys.com/ 

自由記述欄 

『介護のケアシル』は、見守り・徘徊検知・ボタンを押すだけで家族への連絡通知が出

来る機能を搭載した在宅生活（介護）支援システムです。  

各種センサによる 24 時間 365 日の見守りを行い、徘徊や異常を検知した際に登録

先にメールにて通知します。又、起床を知らせるおはようボタン・服薬確認のお薬ボタ

ン・各種食事摂取確認のごはんボタンを要見守り者が押下すると、その情報が即時ク

ラウドに反映され、遠隔からその状況確認が行えます。 

ボタン機器には声掛けによる行動の促し（ボタン操作の促し）機能も搭載されてお

り、必要な規則正しい生活の促しや認知症症状によく見られる見当識障害（時間

見当識）をフォローします。ボタン操作を行うことは機能訓練効果も期待でき、見守り

で得られた生活情報データを独自のアルゴリズムで評価し、経過観察することで認知

機能低下予防支援も行います。 

①24 時間 365 日の見守り ②服薬管理 ③室温度管理（熱中症予防）④ドア

の開閉による徘徊検知 ⑤簡単なボタン操作で連絡通知 ⑥認知機能低下予防

支援（機能訓練効果）⑦生活状況把握（昼夜逆転確認） 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  株式会社 Aikomi、〒251-8555 神奈川県藤沢市村岡東二丁目 26 番地の１ 

連絡先(メールアドレス等)  

URL（任意記載） https://www.aikomi.co.jp/  

自由記述欄 

認知症に伴う周辺症状に対して新規の介護介入方法をもたらし得る、五感刺激を

通じたデジタル非薬物療法ツールの開発を行っております。 

認知症者に対する看護・介護者による既存の言語的なコミュニケーションに加えて、

認知症者自身の生活史や生活背景を反映した音、映像、匂いなどの五感刺激とい

う非言語的なコミュニケーションと先端技術によるアシストによって、認知症者個人を

理解するための新たな手法を看護・介護者に提供します。 

これまで開発中のシステムによって、認知症者に対して行動変容を促してきた事例を

得ています。 

https://www.aikomi.co.jp/
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 

 東京都新宿区西新宿 6-13-1 新宿セントラルパークビル 

連絡先(メールアドレス等)  Kazuomi_usuki@himawari-life.co.jp 

URL（任意記載）  http://www.himawari-life.co.jp/product/ninchi/ 

自由記述欄 

  MCI・認知症を保障する保険を販売中。認知症と診断された際に最大 500 万

円を支払う認知症一時金のみならず、軽度認知障害（MCI）と診断された際には

認知症一時金の 5％を軽度認知障害一時金として支払う。MCI を起因として支払

いを行う商品は業界初。 

加えて、MCI 段階での早期発見・予防活動を促すために、認知症サポート

「SOMPO 笑顔倶楽部」を商品付帯サービスとして提供し、認知症になる以前からサ

ポートする価値を提供している。 
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非制限公開として登録された情報 

（様式４）フィールド 
  



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

49 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
 川崎市役所経済労働局イノベーション推進室 

（川崎市川崎区） 

連絡先(メールアドレス等)  28innova@city.kawasaki.jp 

URL（任意記載） 
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-31-2-0-0-0-0-0-

0-0.html 

自由記述欄 

川崎市では、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造するウェルフェアイ

ノベーションの取組を進めています。平成 20 年度から、イノベーティブな製品を川崎

市独自の基準により認証するかわさき基準（ＫＩＳ）認証事業を展開しており、こ

の事業で培われた製品評価の経験の豊富なモニター評価環境が川崎市にはありま

す。 

また、約 350 の企業、介護福祉事業所、大学等が参画するウェルフェアイノベーシ

ョンフォーラムを運営しており、様々な製品・サービスを創出・活用する支援を行ってい

ます。製品と製品、製品とサービスを組み合わせることなどによって、介護福祉課題を

解決する新しいビジネスモデルを創出するためのハブ機能も担っており、多くの企業から

の相談をいただいております。 

新しい事業展開を検討されている各主体の皆さまには、豊富なモニター評価環境

がある川崎をフィールドとした実証事業の実施をぜひ御検討いただければと存じます。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
高石市健幸のまちづくり協議会 

〒592-8585 大阪府高石加茂 4 丁目 1 番 1 号 

連絡先(メールアドレス等) smart@city.takaishi.lg.jp 

URL（任意記載） https://www.takaishi-kenkou.jp/ 

自由記述欄 

高石市健幸のまちづくり協議会では、ヘルスケア産業の育成・創出を目的とした健幸

リビング・ラボ事業を実施しています。健幸リビング・ラボ事業においては市内外の事業

者にこだわらず支援を行ない、市民の利用しやすいサービスや商品を実現することで、

市民の健幸づくりへ寄与できることを目指しており、現在様々なワークショップ等を無料

で運営しています。また、事業実施の際には市や協議会の所有する健康関連データ

を活用することができることに加え、企業団体様からのご依頼の基づき商品やサービス

を試供いただける市民から募集した健幸モニターが現在 550 名在籍しており市民の

生の意見や評価を取得することができます。 

 

 

mailto:28innova@city.kawasaki.jp
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提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 
ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  松本市 〒390-0811 長野県松本市中央 1-18-1Ｍウイング 2 階 

連絡先(メールアドレス等)  kenkou-sangyou@city.matsumoto.lg.jp 

URL（任意記載） 

 https://www.matsumoto-healthcare.com/ 
（松本地域健康産業推進協議会） 
https://m-health-lab.jp/（松本ヘルス・ラボ） 
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/index.html（松本市） 

自由記述欄 

松本市では、ヘルスケア分野のプラットフォームとして松本地域健康産業推進協議
会（以下「協議会」）を設置している。協議会は、342 企業団体を登録しており
（Ｈ30 年 12 月現在）、市民の健康増進に資する実証事業や、様々な事業者・
フィールドとのマッチング等を支援している。なお、企業団体は、協議会への加盟につい
て会費の負担はない。 

また、協議会に加盟している事業者は、松本市が設置した（一財）松本ヘルス・
ラボ（以下「ヘルス・ラボ」）の実証フィールドを利用できる。ヘルス・ラボは、松本市民
を中心に約 1,000 名を会員として登録しており（Ｈ30 年 12 月現在）、健康増
進を目的としたモニタリングへの参加をいただいている。加えて、モニタリング毎に新規会
員の登録も促進することで、事業者の希望するモニター数の確保に努めている。なお、
協議会に加盟している事業者がヘルス・ラボの実証フィールドを利用する際は、ヘルス・
ラボとの契約の下、モニタリングやワークショップの規模に応じた費用負担が生じる。 

認知症に関しては、松本市や協議会の協力の下、ヘルス・ラボにおいて認知機能の
改善が期待される製品のモニタリングを実施している。 

松本市や協議会、ヘルス・ラボの連携の下、引き続き認知症をはじめとした健康課
題について、ヘルスケア分野の企業団体のマッチングや、松本地域内での事業支援に
取り組む。 

 
 
 
 
提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 
ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  

KOBE もの忘れネットワーク 
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 2 丁目 1-1 
地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 
中央市民病院 臨床研究推進センター内 

連絡先(メールアドレス等)  ※jimukyoku@kobe-monowasure.jp 

URL（任意記載）  https://kobe-monowasure.jp/ 

自由記述欄 

(1) 「KOBE もの忘れネットワーク」は、2015 年 10 月 1 日に認知症の治療薬、診

断薬および診断技術等に関する治験、臨床研究を推進する基盤及び環境整備を

目的に、設立された。認知症診療に経験と知識を有する医師が所属する医療機関

と、認知症治療薬などの治験等への参加を希望する方々でネットワークを形成し、中

枢神経領域における治験等の推進・実施基盤を構築する。2018 年 10 月末現

在、ネットワークへの登録医療機関 24 施設、登録者数 164 名である。 

(2) 登録医療機関数、登録者数ともに規模を拡大し、企業治験のみならず、医師

主導治験、臨床研究の活性化に寄与したい。 

 



 

 

AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

51 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 
ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地   加賀市  石川県加賀市大聖寺南町ニ 41 番地 

連絡先(メールアドレス等) chouju@city.kaga.lg.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

  加賀市版「生涯活躍のまち」構想・基本計画を定め、「健康長寿のまちづくり」を

進めており、認知症のリスクの低減や認知症になっても安心して暮らし続けられるまち

づくりが喫緊の課題と考えています。そこで、認知症について学ぶ場となるよう国内外

の認知症臨床現場関係者による認知症国際アジア会議（2017 年度～2021 年

度予定）を開催し、臨床現場の現状、MCI の境界時の予防、ケアについて議論を

重ねています。また、当市の KDB 情報と介護認定給付等のデータを突合し、地区ご

との傾向について調査しています。当市をフィールドとした認知症のリスクの軽減などを

実証研究し、会議への反映や、市民にその成果を還元したいと考えています。 

 

 

提案者がAMED ウェブサイトで非制限公開（一般公開）されることを許諾された情報です。 

ただし、AMED が本情報のエビデンス・品質等を保証するものではありません。 

機関・団体名、所在地  
長崎県 雲仙市 

長崎県雲仙市千々石町戊５８２ 

連絡先(メールアドレス等) 
雲仙市 健康福祉部 福祉課長 牛嶋幸也 

y-ushijima@city.unzen.lg.jp 

URL（任意記載）   

自由記述欄 

 認知症対策については、平成３１年３月１８日付で、エーザイ株式会社様と「認

知症と共生するまちづくり連携協定」を締結する予定としており、今後、本市において

も積極的に取り組もうとしている。 

 そのため、現段階において明確なフィールドを提供することはできないが、本協定に

基づき、認知症の理解啓発や本市の認知症課題等の抽出を行いながら、安心して

暮らせるまちづくりを目標として、市民、医療、薬局、介護事業所等の協力も含めエ

ーザイ様と連携していく予定である。 

よって、本協定の取り組みに加えて、本プロジェクトに参加できることは、認知症予

防実証事業における活動内容及び成果に基づき、本市の認知症対策に、有効に活

用できるものと考えるため、積極的に取り組んでいきたい。 

 

mailto:chouju@city.kaga.lg.jp

