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令和２年度第２期採択企業

（参考）第1期採択企業

企業名 (代表者) 実証するプロダクト・サービス

実証実験の概要

株式会社OPERe
（澤田 優香） 医療現場の業務改善アプリ「ちょいリク」

患者の医療外・緊急外の要望等をスマホアプリで受理・整理し、看護業務に効率的に組み込む「ちょいリ
ク」を医療現場にて使用。業務改善・効率化及び患者満足度向上の効果を検証する。

株式会社ORANGE kitchen
（若子 みな美）

専属管理栄養士による慢性腎臓病を患う方への非接触
生活習慣改善サポートプログラム

慢性腎臓病を患う方に対し、専属の管理栄養士がオンラインツールを用いて、完全非接触で生活習慣改
善サポートプログラムを１ヶ月実施。エネルギーや塩分摂取量等の指標数値の改善、及び対象者のモチ
ベーション・家族の協力度合いの向上に対するサービスの有用性を検証する。

GROOVE X 株式会社
（林 要）

ペットのように触れ合うことができる家族型ロボット
「LOVOT(らぼっと)」

家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」による、こどもの生活満⾜度・社会的スキル・知的好奇⼼の向上に対す

る有用性や、成人の幸福度・認知機能等への影響を検証する。

株式会社Genics
（栄田 源）

誰でも30秒くわえるだけで歯磨き可能な次世代型全自
動歯ブラシ

介護現場で次世代型全自動歯ブラシを使用した口腔ケアを実施。手歯ブラシと比較した、歯磨きの実施
精度及び介護者の効率化への効果を検証する。

モノオク株式会社
（阿部 祐一）

空き物件を収納スペースとして活用した物置きシェア
サービス

荷物の保管場所を探している人と、自宅等の余ったスペースを有効活用したい人をつなぐ物置きのシェア
サービスにて、空き物件を収納スペースとして貸し出し、空き物件活用の有効性を検証する。

※五十音順

コネクテッドロボティクス
株式会社

株式会社ambr ウミトロン株式会社
株式会社
ジョリーグッド

株式会社SPACER

株式会社チカク 株式会社バカン バンクガード株式会社
ラッセル・マインドフルネス・エンター
テインメント・ジャパン株式会社


第二期実証実験まとめ



				企業名 キギョウ メイ		製品・サービス セイヒン		実証内容 ジッショウ ナイヨウ		検証内容 ケンショウ ナイヨウ		予定実証フィールド ヨテイ ジッショウ

				株式会社OPERe
　　　（オペリ）		医療現場の業務改善アプリ
「ちょいリク」 イリョウゲンバ ギョウム カイゼン		患者の緊急外の要望をLINEで受理する・患者自身で測定可能な血圧等を自分で測定してもらい結果を管理する等ができるアプリ「ちょいリク」を医療現場で使用してもらう カンジャ キンキュウ ガイ ヨウボウ ジュリ カンジャ ジシン ソクテイ カノウ ケツアツ トウ ジブン ソクテイ ケッカ カンリ トウ イリョウ ゲンバ シヨウ		①医療現場の業務改善、効率化できるか
（患者からの呼び出しによる業務中断回
　数の減少など）
②患者満足度が向上できるか
（ナースコール呼び出し回数減少など） カンジャ マンゾクド コウジョウ ゲンショウ		都内の病院 トナイ ビョウイン

				メモ		・患者－看護師、看護師間、看護師－医者間のコミュニケーション
・患者からの呼び出しの8割が非緊急 カンジャ カンゴシ カンゴシ カン カンゴシ イシャ カン ヨ ダ		・買い物等の緊急外の要望の受付
・血圧や体温等患者矢が自分で測定できるものは測定し、入力してもらうことで管理→看護師は専門性の高い体調管理に専念 カ モノ トウ キンキュウ ガイ ヨウボウ ウケツケ ケツアツ タイオン トウ カンジャ ヤ ジブン ソクテイ ソクテイ ニュウリョク カンリ カンゴシ センモンセイ タカ タイチョウ カンリ センネン				都立病院を希望しているが、厳しい場合はBRつながりで依頼 トリツ ビョウイン キボウ キビ バアイ イライ

				株式会社ORANGE kitchen		専属管理栄養士による
慢性腎臓病患者用非接触生活習慣
改善プログラム
 センゾク カンリ エイヨウシ マンセイ ジンゾウビョウ カンジャ ヨウ ヒ セッショク セイカツ シュウカン カイゼン		腎臓内科、生活習慣病内科通院者に対し、専属の担当管理栄養士がLINEとZoomを用いて、完全非接触で生活習慣改善プログラムを１ヶ月使用してもらう ツウイン シャ タイ センゾク セイカツ シュウカン カイゼン シヨウ		①ターゲットが継続使用する内容となっているか
②摂取カロリー、継続率、摂取食塩量減少率等から、生活習慣の改善がみられるか ケイゾク シヨウ ナイヨウ トウ セイカツ シュウカン カイゼン		慢性腎臓病(CKD)患者ステージG3a、G3b ジンゾウ

				メモ		社長自身も管理栄養士 シャチョウ ジシン カンリ エイヨウシ		各自で体重や血圧を測定したデータや、食事の写真等を送信してもらう
個人情報を管理するシステムは独自で開発 コジン ジョウホウ カンリ ドクジ カイハツ				主ターゲットは透析の前のステージ シュ トウセキ マエ

				GROOVE X 株式会社		ペットのように触れ合うことができる家族型ロボット「LOVOT」
 フ ア カゾクガタ		健常高齢者、小学校低学年の小児を対象に、家族型ロボット「LOVOT（ラボット）」を使用してもらう ケンジョウ コウレイシャ ショウガッコウ テイガクネン		①健常⾼齢者
⾼齢者の認知機能を維持することができるか
②小学校低学年の小児
⼦どもの⽣活満⾜度・社会的スキル・知的好奇⼼などの向上ができるか		①高齢者施設

②小学生低学年の子どもがいる一般家庭 コウレイシャ シセツ ショウガクセイ テイガクネン コ イッパン カテイ

				メモ		犬猫との触れ合いが、認知症リスク低減、子供の自己肯定感向上に寄与するという研究がある
⇔飼いたくても飼えない世帯も多い イヌネコ フ ア ニンチショウ テイゲン コドモ ジコ コウテイ カン コウジョウ キヨ ケンキュウ カ カ セタイ オオ						東北大学加齢医学研究所　滝康之教授（学術指導顧問） トウホク ダイガク カレイ イガク ケンキュウ ジョ タキ ヤスユキ キョウジュ ガクジュツ シドウ コモン

				株式会社Genics
（ジェニックス） カブシキ カイシャ		誰でも30秒くわえるだけで歯磨き可能な次世代型全自動歯ブラシ ダレ ビョウ ハミガ カノウ ジセダイガタ ゼンジドウ ハ		自社で開発した全自動歯ブラシを介護現場で使用してもらう ジシャ カイハツ ゼンジドウ ハ カイゴ ゲンバ シヨウ		①手歯ブラシよりも歯磨きの実施精度が高まったか
②手歯ブラシよりも介護者の効率化ができたか テ ハ ハミガ ジッシ セイド タカ カイゴシャ コウリツカ		介護施設


				メモ				全ての人が使えるものを目指しているが、まずは課題感の強い介護現場の解決を目指す スベ ヒト ツカ メザ カダイ カン ツヨ カイゴ ゲンバ カイケツ メザ		・介護者の個人差、人数不足により短時間化、それらによる歯ブラシの実施精度が低くなりやすいといった課題 カイゴシャ コジンサ ニンズウ ブソク タンジカン カ ハ ジッシ セイド ヒク カダイ

				モノオク株式会社		空き部屋をレンタルスペースとして活用した物置きシェアサービス ア ベヤ カツヨウ モノオキ		空き部屋を複数の運用方法（有人または無人 等）にて、レンタルスペースとして貸し出す
 ア ベヤ ユウジン ムジン トウ カ ダ		①空き部屋を使用した運用が可能か
②どの程度のニーズがあるか シヨウ ウンヨウ カノウ テイド		都内の空き部屋（主にマンションの空き部屋を想定）  トナイ ア ベヤ オモ ア ベヤ ソウテイ

				メモ
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第二期実証実験まとめ(修正済)



				企業名 キギョウ メイ		製品・サービス セイヒン		実証内容 ジッショウ ナイヨウ		検証内容 ケンショウ ナイヨウ		予定実証フィールド ヨテイ ジッショウ

				株式会社OPERe
　　　		医療現場の業務改善アプリ
「ちょいリク」		患者の医療外・緊急外の要望等をスマホアプリで受理・整理し、看護業務に効率的に組み込み業務効率化を達成する「ちょいリク」を医療現場にて使用		①医療現場の業務改善、効率化の検証
（業務時間の削減）
②患者満足度向上の検証
（患者満足度、呼び出し回数等）		急性期病院

				メモ		・患者－看護師、看護師間、看護師－医者間のコミュニケーション
・患者からの呼び出しの8割が非緊急 カンジャ カンゴシ カンゴシ カン カンゴシ イシャ カン ヨ ダ		・買い物等の緊急外の要望の受付
・血圧や体温等患者矢が自分で測定できるものは測定し、入力してもらうことで管理→看護師は専門性の高い体調管理に専念 カ モノ トウ キンキュウ ガイ ヨウボウ ウケツケ ケツアツ タイオン トウ カンジャ ヤ ジブン ソクテイ ソクテイ ニュウリョク カンリ カンゴシ センモンセイ タカ タイチョウ カンリ センネン				都立病院を希望しているが、厳しい場合はBRつながりで依頼 トリツ ビョウイン キボウ キビ バアイ イライ

				株式会社ORANGE kitchen		専属管理栄養士による
慢性腎臓病を患う方への非接触生活習慣
改善サポートプログラム
		慢性腎臓病を患う方に対し、専属の管理栄養士がLINEとZoomを用いて、完全非接触で生活習慣改善サポートプログラムを１ヶ月実施		①各指標数値の改善の検証（エネルギー、塩分摂取量、体重など）
②対象者のモチベーションと家族の協力が得られたかを検証		慢性腎臓病(CKD)ステージG3a、G3bを患う方

				メモ		社長自身も管理栄養士 シャチョウ ジシン カンリ エイヨウシ		各自で体重や血圧を測定したデータや、食事の写真等を送信してもらう
個人情報を管理するシステムは独自で開発 コジン ジョウホウ カンリ ドクジ カイハツ				主ターゲットは透析の前のステージ シュ トウセキ マエ

				GROOVE X 株式会社		ペットのように触れ合うことができる家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」
 フ ア カゾクガタ		健常高齢者、小学校低学年の小児を対象に、家族型ロボット「LOVOT(らぼっと)」を利用してもらい検証を実施 ケンジョウ コウレイシャ ショウガッコウ テイガクネン リヨウ ケンショウ ジッシ		①健常⾼齢者
認知機能の維持を検証
②小学校低学年の小児
⽣活満⾜度・社会的スキル・知的好奇⼼の向上を検証 ケンショウ ケンショウ		①高齢者施設

②小学生低学年の子どもがいる一般家庭 コウレイシャ シセツ ショウガクセイ テイガクネン コ イッパン カテイ

				メモ		犬猫との触れ合いが、認知症リスク低減、子供の自己肯定感向上に寄与するという研究がある
⇔飼いたくても飼えない世帯も多い イヌネコ フ ア ニンチショウ テイゲン コドモ ジコ コウテイ カン コウジョウ キヨ ケンキュウ カ カ セタイ オオ						東北大学加齢医学研究所　滝康之教授（学術指導顧問） トウホク ダイガク カレイ イガク ケンキュウ ジョ タキ ヤスユキ キョウジュ ガクジュツ シドウ コモン

				株式会社Genics カブシキ カイシャ		誰でも30秒くわえるだけで歯磨き可能な次世代型全自動歯ブラシ ダレ ビョウ ハミガ カノウ ジセダイガタ ゼンジドウ ハ		介護現場で次世代型全自動歯ブラシを使用した口腔ケア検証の実施 カイゴ ゲンバ シヨウ コウクウ ケンショウ ジッシ		①手歯ブラシと比較した、歯磨きの実施精度を検証
②手歯ブラシと比較した、介護者の効率化を検証 テ ハ ヒカク ハミガ ジッシ セイド ケンショウ ヒカク カイゴシャ コウリツカ ケンショウ		介護施設


				メモ				全ての人が使えるものを目指しているが、まずは課題感の強い介護現場の解決を目指す スベ ヒト ツカ メザ カダイ カン ツヨ カイゴ ゲンバ カイケツ メザ		・介護者の個人差、人数不足により短時間化、それらによる歯ブラシの実施精度が低くなりやすいといった課題 カイゴシャ コジンサ ニンズウ ブソク タンジカン カ ハ ジッシ セイド ヒク カダイ

				モノオク株式会社		空き部屋を収納スペースとして活用した物置きシェアサービス ア ベヤ シュウノウ カツヨウ モノオ		空き物件を複数の運用方法（有人または無人 等）にて、収納スペースとして貸し出す ア ブッケン フクスウ ウンヨウ ホウホウ ユウジン ムジン ナド シュウノウ カ ダ		①運用フローの検証
②空き物件の収益化の検証
③実施地区での認知獲得方法の検証 ケンショウ ア ブッケン ケンショウ ジッシ チク ホウホウ ケンショウ		都内（世田谷区）の空き部屋（戸建てやマンションの空き部屋を想定）  トナイ セタガヤク ア ベヤ コダ ア ベヤ ソウテイ

				メモ
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