
健診システムにより、健康経営・健康寿命の確立を図り、
豊かな社会、まちづくりに寄与・貢献する

IoT・AIによるウエルネス現場の先進
～先制予防医療・健康寿命のための取り組み～





医 町ごとスマートヘルスチェック

食 しっかり食べて健康管理

住 家ごと健康管理

健康寿命デザイン

健康寿命

×

×



はじめに

心臓病 認知症

毎日メディアには健康に関して不安にさせる情報が氾濫してます！

家族や知人にまずは自分の健康状態を知っていただきましょう！

高脂血症 高血圧
糖尿病

脳卒中



国民の不安に関する調査結果（H２５年） 内閣府大臣官房政府広報室の調査によると国民が不安
に感じることの第２位は自分の健康について、第３位
は家族の健康についてであり、健康に関する不安が高
いことがわかります。
一方で健康診断に２年以上行かない人は３１．３％も
います。

1位 年に1回 48.3%

2位 行かない 19.4%

3位 その他 6.2%

4位 2年に1回 5.7%

5位 1年半に1回 4.3%

6位 年に2回(6か月に1回) 4.3%

7位 3年に1回 3.3%

8位 月1回 2.8%

9位 5年に1回 1.9%

10位 年に6回(2か月に1回) 1.9%

11位 年に3回(4か月に1回) 0.9%

12位 2年半に1回 0.5%

13位 6年に1回 0.5%

健康に不安を
感じているのに
健康診断に
行かない

・面倒くさい
・暇がない

・ついうっかり

何故、健診、検診を受診しないのか？



４． 予防医療

２．健康診断の環境

5. 社員の福利厚生 6. データの管理

１． 手軽に、気軽に ３．医療費の軽減



•
http://hpc-togo.jp

http://hpc-togo.jp/


健 診 検 診 クリニック・病院にて
診察、治療 早期発見

社 会 貢 献

•
http://hpc-togo.jp

http://hpc-togo.jp/


 通信システムにより、病院、医療センター、クリニック、健診の場所等

色々な場所から管理する。家庭でも外でも出来る健診測定機器の取り入
れにより、 で簡易かつ定期的に測定できるので、いつでも、どこ
でも健康の確認ができ、未病にむけて予防が可能になる。

自宅・マンション
病 院・クリニック 薬局

非侵襲

介護施設・高齢者住宅
医療センター

•
http://hpc-togo.jp

Application Programming Interface

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0_-udrMbm2ZU9M&tbnid=zR7XIAwqX3VIYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spcom2001.co.jp/rental/health/index4.html&ei=WbSrU_CRGce5lAX9soCwBA&bvm=bv.69837884,d.dGI&psig=AFQjCNHX8u711ghnxflCGjAJMz4krRcO5A&ust=1403846877616861
http://hpc-togo.jp/


具体的実施（案）



•はじめは、周知・意識向上のために、健康イベントや健康フォー
ラムを開催し徐々に町内に浸透させていく仕組みを構築する

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

町ごとスマートヘルスチェック







HIBIYA PROJECT

HIBIYA
HPC

HPC統合医療研究所株式会社

















オフィスビルで働く方々（約1万人）や

近隣で働く方々の、健康管理・改善を

目的としたウエルネスセンターを開設

して、個人の健康管理・改善はもとより、

会社の健康経営のためのシステムを

提供し、地域全体が心身ともに豊かな

社会づくりを実現することにより、医療

費削減、社会保障費削減の具現化を

図ることをオフィスビルから発信し、社

会全体に反映していきます。

健康環境に取組むオフィスビルでのヘルスチェックで健康寿命



テーマ
ＨＰＣウェルネスセンターは、

テナント企業や周辺企業の健康経営をサポートし、
そこで働く従業員の未病を見える化し、

改善のお手伝いをいたします。

(c)2017 HPC Integrative Medicine Institute

そこではたらく人々の自律性と活気を促し、未病改善の環境をご
提供します。

従業員と企業が、お互いに信頼と安心を築くことのできる健康へ
の取組みを支援します。

地域社会全体が生産性高く、豊かな生活を過ごせるように常に
最新で最善のウェルネスソリューションを提供してまいります。
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空間設計イメージ
重品位と厚感がある中にも、落ち着きと
癒しを感じられる空間を創造します。

(c)2017 HPC Integrative Medicine Institute



受付

検診

物販A
（ヘルスケ
アグッズ、
音楽CDな

ど）

施術
（タッピング、サーカディアン

リズムライト）

物販B
（サプリ、グリー
ンなどの食品系）

受 付 健診・測定 施 術 再測定

デジタルデバイスを使い、その人の健康度を計測（見える化）して、そのデータから最適な補完
代替医療や、サプリなどの栄養素、音楽療法・寝具など、ひとり一人に最適なウエルネスソ

リューションをご提案します

(c)2017 HPC Integrative Medicine Institute

物 販



メンタルケア

フィジカルケア

運動・エクササイズ

食事・サプリメント

セミナー

健康寿命宣言～
健康優良認定

①

測 定

Optimizing Wellness,

Maximizing Value.

健康度を見える化

②

分析

③

プラン作成／実施 未病の自覚と改善

イベント

④

チェック／改善

データを共有

健康寿命の確認

健康優良
認定



①

測 定

Optimizing Wellness,

Maximizing Value.

健康度を見える化

②

分析

③

プラン作成／実施

未病の自覚と改善

④

チェック／改善

健康寿命宣言～健康
優良認定

データを共有



•

http://hpc-togo.jp

http://hpc-togo.jp/


①

測 定

Optimizing Wellness,

Maximizing Value.

健康度を見える化

②

分析

③

プラン作成／実施

④

チェック／改善

データを共有

http://hpc-togo.jp

http://hpc-togo.jp/


健康補助食品の
お勧め成分

自律神経均衡度

ストレス分析 血管健康分析

ストレス対処
能力・指数

血管弾力性

血管の老化を段
階で表示









©2019 HPC Integrative Medicine Institute PRODUCED by HPC Integrative Medicine Institute

ライフパートナーTapia：
高齢者の方でも簡単に操作でき、操作はとても簡単。「声で話しかけ、時には、指でタッチす
る。」これだけの操作で年齢や性別にかかわらず様々な人をサポートしてくれます。Tapia（タ
ピア）はあなたと一緒に生活することで、さらにAIにより学習し進化する愛らしいロボットです。

My TAPIA
TAPIA with Family

TAPIA in Hotel



©2019 HPC Integrative Medicine Institute PRODUCED by HPC Integrative Medicine Institute

Smart Pulse+デバイス × Tapia

Smart Pulseや、他のデバイスでの計測データや評価、そしてアドバイスを、タピアが伝えてくれます。
また、非接触体温計を搭載すれば、タピアの前に立だけで、その時の体温をタピアが教えてくれます。



Smart Pulse センサ

A
P

I

A
P

I

分析機能実装

各デバイス センサ



HPC統合医療研究所

ユーザ（スタッフ）

ユーザ（管理者）

Smart Pulse

HPC 総合DBサーバ

ユーザデータ、
および測定データ

HPC Smart Pulse DBｻｰﾊﾞ

ユーザデータ、
および測定データ

1st フェーズ

2nd フェーズ

①測定データ

②WEBサイト
ログイン
(Jason:ID)

③測定データ
ファイルダウ
ンロード

④ユーザ測定データ要請

⑤ユーザ測定
データ転送

⑥組織測定データ要請

⑦組織測定データ転送



▼健康相談（在宅）



）

）



）



ストレスケアサービス（機器診断について）

【機器診断方法について】

弊社、メンタル専門の産業カウンセラーがスマートパルスを用いて法人
様の従業員の疲労度をチェックします。

利便性・簡易性が高く従業員様にご負担をかけずに行えます。しかし精
度も高くカウンセリングにておこなう顕在的な疲労度の確認だけでなく
スマートパルスの測定による潜在的な疲労度も確認でき、従業員様の偽
症もチェックできるため、より会社の労務対策に有用です。

１．手軽に、気軽に受けられる
２．予防医療に役立つ
３．大切な社員の福利厚生になる
４．医療費の削減につながる
５．健診データの管理・活用
６．健康診断環境の整備

Ａ．動脈硬化が気になる方
血圧・血流測定
Ｂ．お酒が大好き、生活習慣病が気になる方
内臓脂肪・肝機能代謝・骨密度・水分 ＞ 体組成測定
Ｃ．肌年齢が気になる方
基礎代謝・肌年齢測定器
Ｄ．ストレスの蓄積が気になる方
交感神経・副交感神経のバランスを測定
Ｅ．認知症・アルツハイマーが気になる方
脳年齢のチェック
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健康な子供 健康な高齢者健康な大人

心身共に健康で豊かな町

心身共に健康で豊かな国

心身共に健康で豊かな世界



高齢者住宅の充実

高齢者の心地よい居場所

日本は今や世界一の高齢国である。全人

口に占める 65 歳以上人工の割合は、20％

をこえており、経験したことのない高齢化に

直面している。一方、少子化の進展も著し

い。このような中、居住の問題として今後

重用視されるのは、高齢者を中心とした

居住空間。

それは、自宅でも健康管理ができる住宅 の

充実であり、ウエルネスタウンでは、未病を

中心としたタウン構想で、病院も身近にあり

食や予防医療で健康でありのままの自分で

過ごしていける居住タウンである。



雇用拡大と居住空間の
充実で快適



太陽光は人間の生活習慣を整えるのに必要なサーカディアンリズムを整えるのに
有効とされております。

認知症・アルツハイマーの進行遅延や軽減には太陽光にあたると良いと言われて
おります。

今回のご提案は、認知症・アルツハイマーといわれてる方々に症状の軽減にむけ
て、現代型農業に関わっていただくことにより、自分にできる労働をすることで健康
維持と労働収入を得ていただける「やりがい」や「生きがい」をもっていただけるシス
テムのご提案です。

出来ることをして収入とやりがい 生きがいを持つ

朝の目覚め
朝陽の光

集中力を高める真昼
の光

安定したいときは
夕陽の色

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=h1Iv63Yu4SQ-sM&tbnid=xVYOxiMib-CGUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nnmg.org/therapy.asp&ei=6_rWU7epHMPj8AX02IHQDQ&bvm=bv.71778758,d.dGc&psig=AFQjCNEA2pUQSJDZswTAFRApHSyxoV5y7Q&ust=1406684087166371


サーカディアンリズムライト
朝の光
光が視覚を刺激して身体を覚醒させ、就寝中に分泌さ
れたメラトニンの抑制を図り日中を過ごすためのホルモン
であるコルチゾールの分泌をサポートします。
昼間の光
セロトニンの分泌を促す青白い強い光で、身体をもっとも
活動的な状態にします。脳を最も活性化させると言われ
ている高原の光（約6,200K）に設定されています。
夕方の光
夕陽のような暖色系の光を含み（約4,000K）精神の
安定を促します。
夜の光
1日の疲れを取る入眠に向けた準備をする暖かいリラック
スの光です。睡眠ホルモンであるメラトニンが活発に働き、
休息間が得られスムーズな入眠へといざないます。

生物は約1日（24～25時間）ごとの周期で繰り返される生物学的リズム（体内時計）を持って

います。そのリズムを概日リズム（英語でサーカディアンリズム）といい、このリズムが狂うと健康にも影

響（自律神経失調/内分泌ホルモンのバランスの乱れなど）をおよぼします。

「健康寿命」ソリューション



メンタルケア ＜ストレスケアメソッド＞

ANAタップは心の健康を回復させるための実践的な心理療法であり、心理療法をもと
に、脳（心）と身体に及ぼされたストレス等を軽減するため、鍼灸のツボと脳科学の
理論を独自に応用し、確立された最新の心理療法です。

ANAタップ

「健康寿命」ソリューション

自律神経のバランスの崩れが原因で起
こる不眠、うつ、統合失調症、精神不
安などのメンタルの症状から、冷え性、
むくみ、高血圧などの慢性病、各種関
節痛、筋肉痛などの軽減まであらゆる
効果が期待できます。

フィジカルケア ＜パーソナルサプリメント＞
測定データから、その人その人に最適なサプリメント・栄養補助食品をご
提供します。

パーソナルサ
プリメント

栄養のアンバランスを病気の素因とみて、
栄養の摂り過ぎの段階が進むと「生活習
慣病」になり、栄養の偏りや欠乏状態が進
むと感染症や貧血、歯周病、骨粗しょう症
などになるといわれています。つまり、「生活
習慣病」は栄養状態の崩れにも要因があ
ると言えます。
普段の食生活で不足しがちな栄養素を補
助食品やサプリメントで摂ることでバランスを
整え生活習慣病の予防に役立ちます。※イメージ

•
http://hpc-togo.jp

http://hpc-togo.jp/


➀ 若い人や早期退職者の方々の積極的雇用

➁ 障害者、高齢者の就労支援・生活支援施設

• 植物工房植物をレストランに展開。ディサービス等を利用して、緑に触れ合いセラピー
効果。イチゴ狩りなどの集客効果で植物システム栽培都市として、観光に収入展開。

• 学校・老人施設・住宅にLED(サーカディアンライト)の導入。

雇用 経済 健康 福祉 既存施設活用

福祉事業で企業(県・市)としての社会貢献・イメージアップと助成金
利用

•
http://hpc-togo.jp
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=p5P6DwPPTR0STM&tbnid=glgAkmz2KtrF5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nakatsugawa-shakyo.jp/activity/post-297.php&ei=awDXU47yLMGC8gWplILYCQ&bvm=bv.71778758,d.dGc&psig=AFQjCNH2m6uY09K_XlBDGcQ9ytY30apPqw&ust=1406685547278470
http://hpc-togo.jp/


•子どもからお年寄りまで、住民1人々が健康寿命
対する意識を持ち、自分自身の健康度合いを
「見える化」することにより個人をはじめ地域全体
が心身ともに豊かに過ごせる環境づくりに寄与す
ることを宣言いたします。

健康優良認定



大きな経済効果・社会貢献
健康寿命・未病デザインを首都圏、都道府県市町村に拡大

Produced by HPC

健康寿命ウエルネスタウン

世界へ

雇用 経済 健康 福祉

世界へ




