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•ドコモ ウェルネスプラットフォーム

•auのKarada Manager／Jog Note

•オムロンヘルスケア、

•コナミスポーツ＆ライフ

•タニタ

•ソフトバンクリブラ

•Google Health（CVS Pharmacyと連携）

•ヘルスケア・コミッティー

•ベストライフプロモーション

•フィールファイン

•フェニックスケア

•MYSSIプロジェクト•Blue Suit Mom.com •Health Hero

Network

•医師だけの対応ではなく、

それ以外の第3者オピニオン

に提供するプラットフォームに

人生の各フェーズに応じた
ヘルスケアマネジメントサービス

メジャースレッシュホールド

疾病度

疾
病

ライフタイムと疾病度による

ビジネスマッピング

疾病マネジメント疾病予防ヘルスマネジメント 後期高齢者乳幼児

Lifetime

•運動、食生活、気分、睡眠やストレス度合い、体脂肪等

•更に食、医薬品やサプリの購買・摂取記録等

※他のサービスを使って補完される必要あり

（買物環境、住宅環境、移動手段）

Haplog



目指す 健康社会①&②（映像）
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自治体 および 企業 の状況

自治体 企業健保

濃い赤ほど
扶助費＞地方税



1000人
862人症状あり
307人受診
88人病院外来
49人代替医療
10人救急外来
7人入院
6人大学外来
3人在宅医療

地域には幅広いニーズがある。

現在背景



高まるバイタルサインへの期待

ヘルスケア分野の市場規模



センサネットワークのメリット

☑いつでもいつまでもモニタリングが可能
☑大量のデータが扱える
☑どんな場所でも計測可能、作業者の危険回避可能

→
高齢化 と 人口減少のスピードの速い地 において
特にその有効性は高い。

→
サービスの普及においては相互運用が課題
大きな企業ほど、多数のシステムがあり相互互換性が乏しい。

パナソニック株式会社と富士通株式会社の異業種連携開始のニュース
http://news.e-expo.net/release/2013/04/post-139.html

様々始まる新たなサービス

進むセンサ活用によるネットワークの構築



一例） クラウドを活用した情報管理システム

センサネットワークによる生体情報管理システム

通信は有線、3G（予定）対応

カードリーダー対応（Felica）

医療施設

施設、家

通信

今まで 求められる次世代ヘルスケアプラットホーム



IHD機能1. 各種バイタルチェックサービス現在現在

1. ヘルスケアマネジメント
システム
① 各種センサデータ

収集・管理可能
② レーダーセンサ他

接続可能
2. ユーザの状況や環境

に合わせた健康アドバ
イス
① 健康と天候を連動

させた健康・生活
アドバイス（生気
象学）

3. 地域密着型のシステム
を目指し、各種生活支
援システムと連動可能
① デマンドバス
② 電子チラシ
③ 日常のリハビリ・

機能回復評価

生活支援プラットホーム
“健康みはり” の特長



冬の注意ポイント①

～心筋梗塞・脳卒中～



参考） 心筋梗塞・脳卒中は冬の季節病
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心疾患

脳血管疾患

月別１日平均死亡数（2004年）

（厚生労働省発表資料より）



心筋梗塞を引き起こす気象条件

◆冬の朝（午前9時～12時）「魔の時間帯」
身体が動き始める時間⇒心拍数が増加

血圧の上昇

午前中は血液の粘度が高い

◆室温と外の気温の差が大きい時
体温を保つために血圧が上昇



脳卒中を引き起こす気象条件

◆平均気温が0℃前後
6℃未満で危険信号

◆1日の中での気温の変化が大きい
日内変動が8～10℃の日

◆午前6時～正午

⇒ 冬の寒い晴れた日の午前中が

最も危険



心筋梗塞・脳卒中を防ぐには

寒暖の差に注意！

◆入浴
・脱衣所、浴室を暖めておく
・40℃以下のぬるめのお湯に、みぞおちの辺りまで

◆夜～早朝
・枕元に飲み水を置き、こまめに水分補給を
・暖かい部屋を出るときは、防寒用の服を羽織る

◆外出時
・特に首を冷やさないように
・帽子、マフラー、手袋を忘れずに



日経エレクトロニクス20130805号 日本経済新聞デジタル版20140108



毎日の健康をみはる次世代健康管理プラットフォーム

話しのきっかけは天気から、
健康のきっかけも天気から。



“健康みはり”は
毎日の体調報告に基づき
生活・健康アドバイスを行い
あなたとみんなの健康を見守る
新しいヘルスケアプラットフォーム
です。



気象データは１kmメッシュ
GPS機能により

その場所のリアルタイムデータを活用

NETIS登録 KT-100110-V



その日発症のおそれがある
症状と対応策をアドバイス



ストレス指数や風邪引き指数などの
生活アドバイス





その日の天気とあなたのカラダに
ぴったりの簡単お料理レシピをお届け

・・ ・・・・・・・



・身体にこたえる猛暑にはこれ！
・急に冷え込む寒い日はこれ！
・血糖値が気になるあなたにはこれ！

天気、季節、健康状況過去の病気などをもとに、
膨大なレシピの中から、元気をつくるお料理レ
シピをリコメンド。



高血圧・メタボ・高血糖などが気になる方にも

美味しく安心なレシピを日替わりでお届けします



マルチデバイス対応

今後、新機能が続々登場。
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アプリケーション・イメージ

Door Phone

VHF/UHF 

Antenna

BS/CS 

Antenna

Living Room

Entrance

Internet

Kitchen

Ｂｅｄ roomPrivate Room

Bathroom

レーダーが見守る
安心、安全な暮らし

廊下

http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_18.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_18.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_04.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_04.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_03.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/homearchi/plan/200408_03.html
http://sumai.panasonic.jp/catalog/online_bathroom.html
http://sumai.panasonic.jp/catalog/online_bathroom.html


20131007 読売TV す・またんZIP “ハイテク&ユニーク 特集ヘルスケア・マンション 放送”



モデルルーム完成



例） 健康みはり、
見守りシステム（呼吸・体勢）



例） レーダー見守りシステム（呼吸・体勢）

※ 天井の中にレーダーが設置されている。



IHD機能 各種バイタルチェックサービス現在現在

1. ヘルスケアマネジメント
システム
① 各種センサデータ

収集・管理可能
② レーダーセンサ他

接続可能
2. ユーザの状況や環境

に合わせた健康アドバ
イス
① 健康と天候を連動

させた健康・生活
アドバイス（生気
象学）

3. 地域密着型のシステム
を目指し、各種生活支
援システムと連動可能
① デマンドバス
② 電子チラシ
③ 日常のリハビリ・

機能回復評価

生活支援プラットホーム
“健康みはり” の特長

デモを見て下さい。
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～6台の場合

① 寝室 ② リビング ③ 階段 ④ トイレ ⑤ キッチン ⑥ 洗面所 ⑦ 脱衣所 ⑧ 風呂 ⑨ 廊下 ⑩ 玄関

PHP
＋
PostgreSQL
+
Apache Web-Server
＋
（Linux）

PHP＋Delphi
＋

PostgreSQL 
+
Apache Web-Server
＋
（Windows Server2013）

システム構成

https://www.nelt.co.jp/products/led_sp.html
https://www.nelt.co.jp/products/led_sp.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/stairs/index.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/stairs/index.html
http://www.paramount.co.jp/contents/1223
http://www.paramount.co.jp/contents/1223
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/lavatory/index.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/lavatory/index.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/corridor/index.html
http://sumai.panasonic.jp/lighting/akarierabi/corridor/index.html
https://www.nelt.co.jp/products/led_sp.html
https://www.nelt.co.jp/products/led_sp.html
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/newpro2014/ex_led_porch.html
http://www2.panasonic.biz/es/lighting/home/newpro2014/ex_led_porch.html
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保有の生体データ全体像



主な対象範囲
・バイタルサイン計測、データ解析、ヘルスケアマネジメントシステムに関するキーワード
・ヘルスケア分野の情報化に関するキーワード

バイタルサイン計測 データ解析 情報管理システム ヘルスケア分野での
情報化支援

ウェア化
・素材
・形状
・耐久性

ヘルスケア関連のキーワード

・データ収集/蓄積
・セキュリティー管理
・サービス提供システム
・運用方法の検討
・健康情報の流通

・信号分析
・相関解析
・多変量解析
・データマイニング
・（ベイズモデリング）

ヘルスケア（医療は含まない）

センシング
・小型心拍センサ
・体重
・血圧
・血糖
・体組成
・呼吸
・SPO2 など

・ガイドラインの制定
・地域連携
・施設連携

研究対象内の関係性
研究対象外の関係性

➪各種バイタルデータの計測、収集が始まり、膨大なデータの蓄積が至るところで本格化。
差別化において、問われる解析方法、可視化方法、結果の活用法、本格化する質の競争。

ヘルスケア分野に求められる技術



★JapanRobotWeek（10.15～10.17）

★次世代ヘルスケア展（10.29-31）

設計／製造／諸業務

評価試験／実証試験

可視化および評価ソフト開発

現地メンバへ紹介、質疑応答

各種ソフト・センサ確認

ベトナム 職能実習生施設予察導入現地ニーズ把握／対応

自治体・企業に対するヒアリング

アライアンス先決定
アライアンス先候補検討

営業・新規顧客開拓導入計画概要設計
(営業/ﾓﾃﾞﾙ/業務など)

運用開始

センサモジュール試作／組立

★国際福祉機器展
（10.01-03）

★HOSPEX JAPAN2014（11.12.-14）

市場投入

マイルストン
/イベント

海
外
市
場

ベトナム

日本市場

共通

他地域

営業・提案
(開拓はアライアンス先と提携)

案件・進捗に応じて順次対応
(解析・開発・導入など)

海
外
計
画
策
定

海外ニーズ把握／整理
アライアンスモデル検討

システム運用

システム仕様／ベトナム版対応
展
示
会

営業・新規顧客開拓

オリジナルアプリ企画・開発

物販・システム運用・管理基準などサービスモデルの確定／事業立ち上げ

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2014年 2015年

トライアル運用／改修

他案件対応

導入計画精緻化
(営業/ﾓﾃﾞﾙ/業務など)

複
数
展
示
会

事
業
の
本
格
ス
タ
ー
ト

2014年１０月以降の活動計画

（9.25）
★関係者説明会

2Q

2015年

販売会社検討

ウェルネスシティ＝地域包括ケア＋健康維持・増進（ヘルスケア）＋日常生活支援 を目指す。

・海外版による世界展開

・獣医向け診断システムとの連携等、ペット関連分野も展開



ご清聴ありがとうございました。

奈良女子大学 梅田智広 （umeda@cc.nara-wu.ac.jp）


