2018 年 9 月 5 日
ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社
株式会社プライムアシスタンス

認知症サポート『SOMPO 笑顔倶楽部』のサービス開始
～認知機能チェックから運動・学習等による予防、介護までを一貫サポート～

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役社長：櫻田 謙悟）は、認知症に関する
社会的課題の解決に向けて、「認知症にならない・なってもその人らしく生きられる社会」を目指して展開する
「ＳＯＭＰＯ認知症サポートプログラム」の第一弾として、株式会社プライムアシスタンス（代表取締役社長：
德岡 宏行、以下「プライムアシスタンス」）による認知症サポート 『ＳＯＭＰＯ笑顔倶楽部』（以下「本サービス」）
の提供を 2018 年 10 月 1 日から開始します。

１． 背景
ＭＣＩ（軽度認知障害）※1 と認知症高齢者の国内における総数は、2012 年に約 862 万人と推計されています。
2025 年には約 1,300 万人に達するとの予測もあり、要介護者の増加による介護職員の不足等のさまざまな
認知症に関する社会的課題が増加していくことが想定されています。
認知症発症の要因として、高齢期の運動不足、社会的孤立、うつ病、糖尿病、中年期の高血圧、肥満等が
挙げられますが、その要因を改善することで認知症の発症や進行を遅らせることができるという研究成果が出て
います。
（※1）ＭＣＩ（Mild Cognitive Impairment）：本人および第三者（家族）から認知機能低下に関する訴えがあり、
認知機能は正常ではないが認知症の診断基準を満たさない状態。基本的な日常生活は保たれているが、
複雑な日常生活機能の障害は軽度にとどまる。（出典：医学書院 「認知症疾患診療ガイドライン 2017」）

２．認知症サポート『ＳＯＭＰＯ笑顔倶楽部』について
（１） 概要
本サービスは、認知機能低下・ＭＣＩの予兆把握や早期発見、認知機能低下を予防するための取組み、
認知症になった場合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（スマートフォン、
タブレット、パソコンでご利用いただけます。）。
このたび、２１社のサービスパートナーとの提携により、２８のサービスをご提供するエコシステム ※2 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・ご提供していきます(一部のサービスを
除き利用料等はご利用者さま負担となります。)。
（※2）エコシステム：外部の企業、団体等のパートナーとも連携し、
お互いに影響しながら機能を高め共存していく仕組み。
所定のＵＲＬへのアクセスやＱＲコードの読みこみ等から専用Ｗｅｂ
サイトにおいてご登録していただくことにより、本サービスをご利用
いただくことができます。

（２）主なサービス内容

① 情報提供機能 ～認知症を知る～
ＭＣＩや認知症の早期発見に向けた行動につながる認知症の仕組み等の基礎知識、認知症の
最新情報、専門家のコラム、当事者団体の情報等をご提供します。
② 認知機能チェック ～チェックする～
Ⅰ．簡易版の認知機能チェックツール（所要時間約 5 分）で、認知機能低下・ＭＣＩの予兆把握、
早期発見にご活用いただけます（無料）。チェック結果のデータを本サービス上で蓄積するため、経年
での変化を追うことができます。
Ⅱ．国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが開発・保有する本格的な認知機能チェックツール
ＮＣＧＧ－ＦＡＴ※3 をご利用いただくことも可能です（無料）。
（※3）NCGG-FAT (National Center for Geriatrics and Gerontology-Functional Assessment Tool)：
国立研究開発法人国立長寿医療研究センターが開発した認知機能評価システム。高度な知識や
検査スキルを有さなくても、多領域の認知機能の検査を包括的に実施可能な検査ツール。
（所要時間約 20 分）
Ⅲ．電話で簡単にチェックいただく以下のサービスもご利用いただけます。
＜サービスパートナー＞
企業名
株式会社ミレニア

サービス名
あたまの健康チェック

サービス概要
認知機能のチェックのコー
ルセンターサービス（健常
から MCI の方向け）

特徴など
電話を利用していくつかの
質問に回答いただくことで、
認知機能のチェックが可能
（所要時間約 10 分）

なお、これらの認知機能チェックは、診断ツールではありません。
③ 認知機能低下の予防サービス ～行動する～
認知機能低下の予防に資する運動や学習、音楽や睡眠のサポートプログラムなど
ニーズに合わせた幅広いサービスを選んでご利用いただけます。生活習慣や趣味
に関する約 20 問の質問から、それぞれのご利用者のニーズに合ったお勧めの
サービスをご提案するツール「サービスナビゲーター」をご用意しています。
なお、これらの認知機能低下の予防サービスについては、治療行為に該当する
ものではありません。

Ⅰ．運動プログラムのサービスパートナー
企業名

サービス名

サービス概要

特徴など

株式会社カーブスジャパン

カーブスプログラム

運動プログラム

1 日 30 分女性のための健
康体操教室

株式会社コナミスポーツク
ラブ

OyZ（オイズ）スクール

運動プログラム

60 歳からの少人数制クラス
で脳活性化コースと足腰強
化コースの 2 つを用意

運動プログラム

トレーナーがマンツーマン
でトレーニングメニューなど
を提案する総合スポーツク
ラブ

サービス名

サービス概要

特徴など

株式会社トータルブレイン
ケア

脳活バランサーCogEvo
パーソナル

認知機能のチェックとトレー
ニングができるクラウドサー
ビス

ゲーム感覚で短時間で楽し
く認知機能のチェックとトレ
ーニングが同時にでき、過
去からの結果がグラフで分
かりやすく表示

ネスレ日本株式会社

ブレイン HQ

総合的な認知機能のトレー
ニングアプリ

「記憶力を高める」など目的
別のトレーニングが可能

サービス名

サービス概要

特徴など

いびきチェック

いびきの有無と状態のチェ
ック

スマートフォンで睡眠中の、
「いびき」を録音。いびきの
状態を分析・記録、確認

リズミカルトーク

認知機能低下の予防向け
言語訓練支援サービス

自宅でパソコンを使い、発
声訓練を通じて、認知機能
低下の予防および改善を
行う

株式会社インフォデリバ

チャミ

認知機能低下の可能性を
把握するための歩行速度
計測

GPS による日常歩行速度
の把握が可能なスマートフ
ォンアプリで、毎日体調管
理ができる

株式会社こころみ

つながりプラス

社会的な交流の促進に向
けた会話サービス

週 2 回、担当コミュニケータ
ーと電話で会話

ビッグエコー（カラオケ）

社会的な交流の促進や健
康効果が期待されるカラオ
ケ

・カラオケ歌唱は口腔機能
の向上などが期待できる
・家族や友人とグループで
利用しやすいサービス

株式会社ルネサンス

フィットネス

Ⅱ．学習プログラムのサービスパートナー
企業名

Ⅲ．その他のプログラムのサービスパートナー
企業名

株式会社アニモ

株式会社第一興商

株式会社フェイス

認知症外来の音楽療法

視覚認知バランサー
レデックス株式会社
聴覚認知バランサー

脳神経内科外来で行われ
ている脳を刺激する音楽療
法のノウハウを取り入れた
サービス
視覚を利用したゲームによ
り、「眼」だけでなく、「脳」の
働きとも連携
聴覚を利用したゲームによ
り、「聴く力」を改善

懐かしい曲が短時間で入
替わり、メドレー形式で歌唱
できる iOS 用アプリ
視覚を使ったゲームで認知
機能をトレーニングする
iPad 用アプリ
聴く力を使ったゲームで認
知機能をトレーニングする
iPad 用アプリ

④ 認知症介護関連サービス ～ケアを行う～
認知症を発症した後も継続してご利用いただける介護の専門家による相談サービスや介護サービス等
をご紹介します。また、介護施設を体験、見学いただくことも可能です。
＜サービスパートナー＞
企業名

介護事業会社

分
類

ＳＯＭＰＯケア株式会社

株式会社シダー
介護サポート

綜合警備保障株式会社
（ALSOK）

サービス名

サービス概要

特徴など

介護なんでも相談

介護に関する相談窓口

介護保険の申請方法や
サービス内容、介護にか
かる費用や施設に関する
こと等、プロの相談員が
対応

施設見学

ＳＯＭＰＯケアの施設見
学

各ホームの雰囲気、介護
や設備の充実度、食事内
容などをご案内

体験入居

ＳＯＭＰＯケアの施設へ
体験入居

実際に入居した場合と同
様に生活して、サービス
を体験

介護実技講習会

介護実技講習（家族向
け）

家庭で介護を行うのに必
要な基本的な介護技術を
身につける講習

施設紹介

ＳＯＭＰＯケアの施設を紹
介

全国の介護付ホーム、サ
ービス付高齢者向け住
宅、グループホームをご
紹介

施設紹介

シダーの施設を紹介

全国の介護付ホームをご
紹介

見守りサービス

離れて暮らすご両親や一
人暮らし高齢者のための
各種見守りサービス

ペンダント型緊急ボタン、
火災感知、センサー設置
による見守り、ガードマン
の駆け付け等

ケア技法習得支援

「ユマニチュード ※4 」の研
修

ユマニチュード技術を身
に付ける研修への申込

遠隔コーチング

「ユマニチュード」技術の
オンライン・コーチング

ユニマチュード認定インス
トラクターによる、ケア動
画へのオンライン指導

株式会社エクサウィザー
ズ

リフォーム

株式会社ニチイ学館

家事代行

家事代行サービス

・洗濯、調理、掃除などの
家事代行
・食事、入浴介助など公
的介護保険の対象となら
ない自費介護

株式会社フレッシュハウ
ス

リフォーム

段差解消等の住宅改修
サービス

・手すりの取り付け
・段差解消等

株式会社ＬＩＸＩＬトータル
サービス

リフォーム

水まわり商品全般の住宅
改修サービス

トイレ・洗面・浴室・キッチ
ン等の改修工事

（※４）フランス発祥の知覚・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいたケア技法

⑤ 相談サービス ～疑問や悩みの解決～
認知機能低下や医師からＭＣＩの診断を受けた際の、ご本人およびそのご家族等の心の悩みや疑問等
を解決する、健康相談や心理的な負担を和らげるためのカウンセリングのサービスをご紹介します。

＜サービスパートナー＞
企業名

サービス名

サービス概要

特徴など

株式会社 cotree

オンラインカウンセリング

臨床心理士等によるカウン
セリング

テレビ電話を活用したカウ
ンセリング

株式会社 Mediplat（メドピア
グループ）

first call（ファーストコール）

医師によるオンライン健康
相談

チャット形式で実名医師に
気軽に相談可能

（３）本サービスの提供方法
本サービスは、2018 年 10 月から発売す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ます。

３．今後の展開
ＳＯＭＰＯホールディングスグループは、本サービスの品質向上に努めるとともに、より幅広いサービスをご提
供するため、今後もサービスパートナーとの連携を拡充していきます。また、本サービスはＳＯＭＰＯホールディ
ングスグループ内だけでなく、他企業等のさまざまな商品の付帯サービスとして採用いただくことを目指します。

以上

【ご参考】 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
「リンククロス 笑顔をまもる認知症保険」の概要

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命は、「健康応援企業」への変革を目指し、健康サービスブランド
「リンククロス」を立ち上げ、保険本来の機能（Insurance）と健康を応援する機能（Healthcare）を組み合わせた、
従来にない新たな価値「Insurhealth（インシュアヘルス）」を提供しています。
「リンククロス 笑顔をまもる認知症保険」（払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険）は主に
シニア層への保障を重視し、業界初となるＭＣＩを保障する健康応援型商品です。ＭＣＩ・認知症の早期発見や
認知機能低下を予防するための情報提供・サービス紹介等を行う認知症サポート「ＳＯＭＰＯ笑顔倶楽部」、
ＭＣＩや認知症を一時金で保障する本商品による保険機能、万が一介護が必要となった場合でもお客さまを
支援するＳＯＭＰＯホールディングスグループの介護サービス等を提供することにより、認知症の発症および
進行を遅らせるとともに、介護までを一貫してサポートします。要介護状態の原因になる認知症・骨折治療を
基本保障とし、オプションとして介護保障を用意しました。
基本保障
限定告知認知症一時金特約【業界初】
払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険

ＭＣＩや認知症を一時金で保障します。
骨折の治療や不慮の事故等による死亡を保障し
ます。

オプション
限定告知介護一時金特約
限定告知介護年金特約

公的介護保険制度の要介護 1 以上の状態に該
当した場合などに介護一時金を支払います。
公的介護保険制度の要介護 3 以上の状態に該
当した場合などに介護年金を支払います。
悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の

限定告知医療用特定疾病診断保険料免除特約

状態に該当したとき、以後の保険料の払込みを
免除します。

