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国民の死亡原因の３割弱に動脈硬化が関係

一般医療費の２３％

膨大な国家負担

27.0％

死亡原因の２７％
心臓病、脳卒中等、

動脈硬化性疾患�

22.9％

予防が重要t

2014年度 40兆円



1988年 電子機器設計会社として創業 通信機器、オシロメ
トリック血圧計などの開発 血管の硬さに注目

1995年 血行動態測定型血圧計を開発

血圧脈波のパターンで硬さを判定

製品名：Cardiovision

2004年 性能改善のため（国）産総研と共同研究を開始

約2年でAPIとAVIを開発（2007年特許取得）

2008年 AVI理論解析のため（国）理研と共同研究開始

スパコン「京」の技術応用

2012年 医用PASESA販売開始

4年で約80台出荷

2014年 TBS「夢の扉＋」等で紹介

2016年 亞洲光学と家庭用全自動PASESA開発

日本光電社へOEM開始（開業医向け）

2017年 CYBERDYNE社と資本・業務提携

医用電子血圧計PASESA

PASESA開発と事業展開

Ｃａｒｄｉｏｖｉｓｉｏｎ

家庭用全自動PASESA

ロボットスーツHAL�



ＡＰＩ：上腕の血管の硬さ ＡＶＩ：全身的な血管の状態

柔らかい血管
（戻りが遅い）

硬い血管
（戻りが速い）

心蔵に加わる
圧力が上昇

駆出波 反射波



夢の扉＋

2014.12.21

放映TBS系
“沈黙の殺人者”から命を守れt血管の硬さを測る血圧計
手軽に心臓病予防をt生粋のエンジニアが挑む医療革命t



冠動脈疾患発症の予測指標として

吹田スコア

「吹田スコア�NIPPON DATAなど

死亡を予測する従前のスコアに比べ
て、都市部の住民を対象として発症
を予測し、CKDなども危険因子に含

む新しいリスクスコアです。現行のガ
イドラインにも沿った吹田スコア�よ
り正確に冠動脈疾患の発症を予測
できるので、今後�冠動脈疾患の予
防に役立つと期待されます。」
国立循環器病研究センターHPより
http://www.ncvc.go.jp/pr/release/006

484.html

AVI：30ならば 10年以内発症率 28%以上
AVI：25ならば 10年以内発症率 9%

Successful prediction of cardiovascular risk by new non-invasive vascular indexes using 

suprasystolic cuff oscillometric waveform analysis 2016 Journal of Cardiologyより転記

Yokohama City University Hospital, Department of Cardiology

3倍差



2010.10.23 第10回日本AS学会より

「高血圧症患者に対する短期間の運動が動脈血管に及ぼす影響」
渡辺圭一１）、神谷具巳２）、和田壮史２） 原島敬一郎３）、石田信彦１，２ ）、林潤一４）
対象：高血圧症患者11名（男性1名、女性10名、年齢66±11歳）

・高血圧症患者への1ヶ月間の運動介入�収縮期血圧およ
びAVIの低下をもたらすことが認められた

AVI�約30→25
に改善

運動効果の指標として

10年内の冠動脈
疾患発症率が1/3
に低減する？t



＜方法＞
2重盲検比較法で200ｍｌの試験飲料もしく�プラセボ飲料を夕食とともに1日1本、８週間摂取。
＜結果＞
・最高血圧、最低血圧、体重、ＡＰＩに変化�認められなかった。
・ＡＶＩ�有意な低下が認められた。
＜結論＞
ミカン混合醗酵茶�血管の柔軟性を改善する効果を有することが明らかになった。

ミカン混合醗酵茶長期摂取が体脂肪および血管指標に及ぼす影響（長崎大学）

機能性食品の評価指標として

プラセボ

ミカン混合醗酵茶

血管疾患の
リスク3倍差
？t

AVI AVI

Δ=6

ミカンに由来するヘス
ペリジンの作用



未病ビジネスへの展開

医療から未病までシームレスに

・生活習慣と医療データを関連付け（非日常を日常化）

・食品、運輸、エンタメ、金融、ロボット企業と連携

・業界連携で世界の少子高齢化社会に提案



呼吸
歩数
体重
脈波
消費カロリ－

＜診断・治療＞
血糖値
コレステロール
PWV（脈波速度）
FMD（血管内皮機能）

病院

動脈硬化
心不全
脳卒中
ＳＡＳ

①業務中

動脈硬化指標・血圧
（API/AVI)

③非日常的

②日常的（家庭・職場）

PASESA

常時 毎日・毎週（日常） 毎年（非日常）

PWV

動脈硬化

FMD

ウェアラブルと医療データをがリンク
されることでそれぞれの価値が倍化

生体
情報

年１～２回の健診：リスク判定行動変容の惹起ウェアラブル

営業所

医療情報生体情報

戦略：生活習慣と医療データの関連付け＝関連事業価値

頻回測定



歌（カラオケ）とダンスで楽しみながら健康寿命UP
本格的ボイトレ、プロの指導も。

DAMクラブ（中野：第一興商 http://damclub.jp/）

音楽健康指導士？

日本音楽健康協会が認定する安全で効果
的な「音楽健康セッション」のプログラム作
成、および実践指導を行える資格です。当
資格�高齢者の介護支援・介護予防・生活
機能改善を促進し、超高齢化社会に突入し
た我が国の社会的要請である健康寿命延
伸を目的とし誕生しました。

出張サービスによる健康ミニ講座↓

健康チェック機器

応用１



介護予防サービス・高齢者施設での利用例

身体機能評価ゾーン

http://www.rehasalon.com/ 家族 ケアマネージャー

測定データを家族
やケアマネへ報告
→サービスの

差別化に結びつき
新顧客の獲得

本人の動機付けに効果的

PASESA

測定データ

PASESA

測定データ

社会福祉施設（愛知県）

安心・安全

応用２



タクシー、バス業界：運転手の健康管理

＜高速バス＞乗客が機転ブレーキ 運転手急病、あわや… アクアライン
千葉⽇報オンライン 9月15⽇(木)11時1分配信

千葉県木更津市の東京湾アクアライン下り線で13日、高速バスの60代の男性運転手が

走行中に急病で具合が悪くなり、中央分離帯や車に接触する事故を起こしていたことが14
日、千葉県警や消防への取材で分かった。異変に気付いた乗客が機転を利かせてブレー
キをかけ停止。乗客約30人にけが�なかった。県警が物損事故として調べている。

今後、外国観光客の急増、運転手の高齢化で健康問題が顕在化する

応用３



ドラッグストア業界（店頭でワンコイン健診）

院外医療の拡大
・薬剤師中心の予防医療
・日本版アッシュビルプロジェクト
・機能性食品の市場拡大

街中で測定サービスの拡大
・ケアプロ（出張健診）
・ツルハ、ウェルシア（自己採血）
・シスメックス（健康日誌）

血管機能測定市場の拡大
・ポイント制
・WEBｻｰﾋﾞｽ
・健康アドバイス

http://www.tsuruha.co.jp/service/blood/

リスクの確認

動機づけ・納得感

応用４



保険・金融業界

健康年齢で保険料変わる商品販売へ
2016/9/16 NHK

生命保険大手の第一生命は、

医療関連のビッグデータを活

用して、契約者の健康年齢を

割り出し、実際の年齢よりも

健康年齢が若いと判断されれ

ば、保険料が安くなる保険商

品を販売する方針を固めまし
た。

・PHRのビッグデータ化→行動変容
・健康寿命予測も高精度化

保険料率・サービスの差別化など

応用５

新たな生命リスク指標(API,AVI)



健康食品・サプリメント
フィットネス、介護予防

医薬 情報通信サービス

・客観的な科学的根拠
により効能を検証

・効果測定・動機付け支援
・介護予防リハビリ施設、
・家族への健康情報提供

・企業健診、高度医療化在宅介護
・遠隔医療へ応用、発症予防で安心安全

・医薬、化粧品等
・DSで血液検査測定（法改正）

・PHR、ビッグデータ

ＰＡＳＥＳＡ

検診・保険外医療、在宅医療

AVI,APIの波及効果・分野

運輸：バス、タクシー、鉄道、航空

日本発で世界中へ発信



CYBERDYNE社との提携

生体情報計測

血管指標API,AVI

心電・筋電・脳波

Society5.0社会の実現に貢献

AI,IoT,ビッグデータ,ロボット

Society5.0社会
狩猟社会、農耕社会、
工業社会、情報社会

に続く、以下のような
新たな経済社会。
①サイバー空間とフィ

ジカル空間を高度に融
合させることにより、
②地域、年齢、性別、

言語等による格差なく
、多様なニーズ、潜在
的なニーズにきめ細か
に対応したモノやサー
ビスを供することで経
済的発展と社会的課
題の解決を両立し、
③人々が快適で活力

に満ちた質の高い生
活を送ることのできる
、人間中心の社会



＋血管機能

結語

• 世界中で非侵襲的に利用できるバイタル
サイン�4つ（血圧、脈拍、体温、呼吸数）

・急性期医療から家庭まで 健康～未病～罹患

・医療、健康の“当たり前“が一つ増える

・あらゆる業種で新しいビジネスが生まれる好機



会社概要
学校向け電子黒板

創業：1988年1月

本社：東京都町田市小山ヶ丘2-2-5

代表者：斎藤 之良

事業内容

医療機器製造販売

電子黒板の開発及びOEM

所属団体：多摩高度化事業協同組合、町田商工会議所

学会：日本循環器学会、日本循環器病予防学会、日本血管血流学会、
ヘルシィエイジング学会

許認可

第二種医療機器製造販売業 許可番号13B2X10107

高度管理医療機器等販売業・賃貸業 第4502090800003号

まちだテクノパーク

町田シルクメロン
（水耕栽培）

血管指標API,AVI測定器
（PASESA）



Prevent ArterioSclerosis and Enjoy 

Successful Aging （PASESA）

動脈硬化を予防し、「健やかに老いる」を楽しむ

ご清聴ありがとうございました



■震災の被災地検診の結果、AVI�エコノミークラス症候群のマーカー （新潟大学）

■API�心血管疾患群で１０年発症リスク（吹田スコア）と相関した。 （横浜市立大学）

■心血管疾患群において運動耐容能とAVIが相関した。 （東北大学）

■従来のPWVやCAVIに代替する可能性がある。 （埼玉医科大学）

■AVI�筋力低下（サルコペニア）のマーカーになる可能性がある。 （久留米大学）

■睡眠時無呼吸症候群の治療の維持にAVI・APIが有用 （高田中央病院、慈恵医大）

■動脈硬化指標としての信頼性、再現性、有効性を有する。 （東京大学公衆衛生）

■API,AVI�認知機能障害の予防や診断治療に貢献する可能性が示された。（同上）

■API,AVI�妊娠高血圧の予測マーカーになる可能性がある。 （熊本大学）

主な学術発表 （原著論文13編）

＞血管の硬さ（血管年齢）だけでなく、様々な病態やストレスなどとの関連性が報告
＞認知機能との関連性について�多施設にて縦断研究が進行中
＞小児や妊婦など年齢に関係なく有用性が明らかになる


