
ライズテック 株式会社ライズテック 株式会社
https://www.risezero.co.jp

電子写真技術及び制御技術を基盤とする各種開発設計、
並びにコロナ対策用消毒液の上向き自動噴出装置の開発

●創業／2005年  ●設立／2016年4月  ●資本金／350万円  ●従業員数／2名（男性1名、女性1名）

世界初の上向き自動液体
噴出装置が誕生！！ 

「リキッドジェット」は、手を触れることな
く清潔に、手指に消毒液や除菌液を塗布
することができる上向き自動液体噴出装
置（特許取得済）です。カラープリンターや
製版機等の開発に長年携わり、培った技
術力をベースに世界で初めて誕生させま
した。手をかざすだけでセンサーが感知し
て、適量の液体を噴射するので簡単便利。
上向き噴射は液だれの心配がなくお手入
れもラクラクです。置くだけの簡単設置な
ので使用場所を選びません。除菌や噴射
に適した濃度や成分の除菌液も併せて開
発・販売しています。

確かな技術に
裏付けされた開発力

「リキッドジェット」のごく少量の液体を噴
出させる技術や、モータの回転をセンサ
で検知して制御する技術は、いずれもカ
ラープリンター等の開発時の技術をベー
スにしています。これまでの国内特許の取
得件数は個人で33件（共同出願分）、会社
で5件（共同出願分4件、独自出願分1件）
です。高 い 技 術 力 、開 発 力でリキッド
ジェットの他にもデジタル製版機、印刷機
用搬送ベルト、カラーラベルプリンターの
受託開発や、シール材、ローラー、ベルト
の部品開発を行っています。

Topics
国際ホテルレストランショーに出展しました。
2月15日～18日に東京ビッグサイトで行われ
たホテルやレストラン向きの展示商談会「国
際ホテルレストランショー」に出展しました。
「LiquidJet」のブースには多くのお客様がお
越しになり、熱心に商品説明に聞き入られて
いました。

リキッドジェットは
業務用・ご家庭用の2タイプ
業務用におすすめの「LiquidJet LJ-01」は
会社や事務所、公共の場にも似合うすっ
きりキューブデザイン。全5色から使用場
所やお好みに合わせて選べます。単一乾
電池2本で動くので電池寿命が長く、ホテ
ル、医院、介護施設、官公庁、学校、幼稚
園、イベント会場、飲食店、小売店など様々
なシーンでご使用ください。ご家庭用にお
すすめの「LiquidJet Cplus3 LJ-02」は丸
みを帯びたコンパクトフォルム。カートリッ
ジ式なので液交換が簡単。詰め替えない
のでお好みのボトルに付替えできます。単
3乾電池とUSB接続の２WAY方式で、玄
関、リビングルーム、食卓、洗面所、学習机
などどこにでも置けて便利です。

ライズテック株式会社
〒653-0032 神戸市長田区苅藻通7-4-27 別棟2F　   TEL. 078-652-1229

●受託生産品

2021年度新規認定その他の製造業



日精テクノロジー 株式会社日精テクノロジー 株式会社
https://www.nisseig.com

世界のリーディングカンパニー・プロダクトの技術革新に貢献

●創業／1923年  ●設立／1953年4月  ●資本金／6,000万円  ●従業員数／連結2,000名

‐All for The Best Products‐
創業以来一貫してものづくりを核とし、時代
とともに技術を磨き続けてきた歴史があり、
現在は「精密」と「光学」を主なビジネス領
域としています。近年はエレクトロニクス・自
動車分野を中心に「センシング技術」の採用
が進んでおり、新たなビジネス領域を拡大し
ています。最先端テクノロジーの革新に貢献
することを社員全員が誇りとしてきました。
当社独自の価値を提供し、ステークホル
ダーの皆さま、社員、社会にとって存在意義
のある企業であり続けるために、「すべては
最高の製品のために」を誠実に実践しこれ
からも進化を続けていきます。

光学製品・精密プラスチック
レンズ製品の一貫生産体制
R&D拠点（神戸市）と海外生産拠点（ベトナ
ム、マレーシア）がグローバルに連携し「光
学・機構設計」「金型設計」「金型加工」「成
形」「コーティング」「組立」「評価・解析」ま
で、光学製品・精密プラスチック製品のワン
ストップソリューションを実現しています。

〈光学設計・金型設計技術〉
各種レンズユニットの仕様検討から設計を行
い、また、幅広いノウハウと最新の3D/CADシ
ステムにより短期間に金型設計が可能です。

〈超精密金型・超精密成形技術〉
中心ずれ精度１ミクロン以内のレンズ金型
を自製化する設備インフラと周辺管理技術
を構築しています。
極限の精度を実現する加工技術と超精密成
形の典型であるレンズ成形において、設計
段階で生成した曲面を金型/製品に完全に
転写し、量産時その再現を安定持続させる
技術を確立しています。

世界の技術革新への貢献
当社の技術は世界のリーディング
カンパニー・プロダクトの技術革
新に様々な形で貢献しています。
近年では、「スマートフォンにおけ
るレンズ・レンズユニットの薄型
化や軽量化など目覚ましい進
化」「自動車の安全走行や自動
運転技術を実現するためのセン
シング技術」「ウォッチ・XRグラス
など新たな分野での技術応用」

「医療分野における血糖値測定
器、光学センシング技術」など製
品開発・量産化により、その技術
革新の一躍を担っています。

Topics
技術紹介：
プラスチック I-Cutレンズ
I-Cutレンズとは、非円形レンズの一つで、光
学ユニット薄型化のキーパーツとなるもので
す。当社のI-Cutレンズ技術は、筐体が厚くな
りがちな望遠レンズやズームレンズにおいて
も、薄型化・超薄型化を実現します。

日精テクノロジー株式会社
〒650-0047 神戸市中央区港島南町3-2-8　   TEL. 078-306-5960

2021年度再認定 2010年度初回認定プラスチック製品製造業

ワンストップソリューション

事業領域・製品情報

レンズユニット
撮像
センシング
TOF・EVF

光学素子
撮像レンズ

フレネルレンズ
自由局面レンズ
センサー用レンズ

光学素子その他
DOE
MLA
ポリゴンミラー
プリズム
光コネクター

精密エンプラ部位
エンプラ
ギア

バレル/ホルダー

レンズ精密成形
エンプラ精密成形



株式会社 旭株式会社 旭
htpps://kabu-asahi.com/

麺など棒状製品の計量・計数・搬送装置

●創業／1972年  ●設立／1982年1月  ●資本金／1,000万円  ●従業員数／11名（男性9名、女性2名）

「運ぶ」「量る」「束ねる」
「数える」にこだわり続けて
半世紀
弊社は、主にパスタ・乾麺の生産工
場で使用する設備機器の製造を生
業としております。特に、細く長い棒
状製品の整列→計数→計量をする
機器をオーダーメイドで製造するこ
とを得意としております。
一般的に、軽量で細い棒状の搬送は
たいへん困難で、一度まっすぐに整
列させなければ搬送をスムーズに行
うことができません。どのような棒状
製品でもまっすぐに整列させること
はテクニックを必要としますが、当該
工程にて製品挙動をコントロールし
たうえで、後工程の計数→計量へと
繋げていきます。弊社では、長年の経
験で培った技術を駆使し、直径0.6
㎜のピアフロスから1.5㎝の棒菓子
までの幅広い対象物（お客様製品）
に対応した搬送機器を開発・設計・
製作から調整試運転までを一気通
貫でご提供させて頂いております。
また、上述の製品を結束する機器の
製造や、異物混入を除去するライン
設備の製造も得意としており、これ
らの機器についても多数納入させて
頂いておりますが、当該機器を導入
頂きましたお客様からは、異物混入
による不適合件数が激減した等、概
ね良好なコメントを頂いております。

国内パスタメーカーへの
豊富な納入実績
国内パスタメーカー生産ラインの
90%程度には弊社の搬送設備（技
術）を導入頂いております。計量機・
計数装置もトップシェアを誇ります。

食品業界等、国内外産業の
発展に貢献する企業を
目指します
棒状の整列・計数・計量・搬送に関
する多数の特許を有しており、棒状
製品の取り扱いに自信を持ってお
ります。
当該特許などの独自の技術をもっ
て、お客様のニーズに合わせたプラ
ンをご提案し、物流ラインの合理
化・省力化の向上を実現させて頂き
ます。

計数　計量　整列
〒651-2132 神戸市西区森友1丁目114番地　   TEL. 078-926-1806

Topics
2021年６月・新組立工場を竣工
食品設備機器を製造する上で細心の注意を払う必要
があるのが、異物混入対策です。お客様へ安心と安全
を提供するため加工場と組立・出荷場を完全に分離し
た組立・出荷専用の第二工場として本社屋に隣接する
地に建設しました。異物を、発生させず・持ち込まず・ク
リーンな状態で製品を出荷することを心掛けています。

Message
旭は未来を見つめている
将来にわたりお客様のご期待に添えるよう環境と安全に配慮の上、最新・最適技術
を駆使し、効率向上・省力・省エネを図った完成度の高い設備を開発します。
株式会社旭は従業員10名程度の小さな会社ですが、一丸となって創業者の名前に通
じる『切磋琢磨』に努め、お客様、協力会社様と共に未来を見つめ成長していく所存
です。

生産用機械器具製造業 2020年度新規認定

株式会社 旭



三伸工業 株式会社三伸工業 株式会社
http://www.sansin-ind.jp/

大型鋼構造物の一貫製造技術

●設立／1958年12月16日  ●資本金／4,000万円  ●従業員数／35名（男性26名、女性9名）

高い技術力で巨大な
「ものづくり」の一翼を
担います。
【岸壁を利用した製缶・溶接から大
型組立まで】
当社は、ロケットの発射台や橋梁・ク
レーン・プラント・鉄構等、大型鋼構
造物の製作を始めとして、ロケット関
連及び航空機関連の各種装置・超高
層ビルの制振装置・大型～超精密な
機械加工などの多種多様な製品の
製造が可能です。
塗装ヤードを保有しており、製缶→
溶接→塗装を社内で完結させること
が出来ます。
2018年4月から新たに開設した播
磨第一工場は、台船や499船の着岸
が可能な岸壁と大規模製品の仮組
を可能とする5,600㎡のヤードを有
しております。また、工場内と岸壁に
それぞれ50tクレーンを2基保有して
おり、陸送では運ぶことが出来ない
大型構造物の受注が可能となりま
した。

【産業機器・各種工具等を取り扱う
商社機能】
弊社は、もともとは造船や鉄鋼関連
分野に、保護具、金物等を納入する
商社から始まったという側面があり、
産業機器の販売にも力を入れるとと
もに自社工場で使用する消耗品に
ついて、コスト削減に努めています。
通常の鉄工所では手に入らないよう
な特殊工具や機材等を使用する案
件（航空・宇宙関連等が特に多い）に
ついても、商社機能を利用すること
で一括受注することが可能です。

工場で製品を作る工程に
必要な全てを「最適化」
します
お客様の新設工場立ち上げ時や改
修工事の際、ニーズにあったレイア
ウトや改善提案を致します。
使用用途と機材特性のマッチング
を考慮したメーカーの選定はもとよ
り、既製品のカスタマイズや自社工
場との連携によるオーダーメイドの
設備作りによって、「より良い工場
づくり」のための、あらゆる課題を
解決します。

三伸工業株式会社
〒653-0012 神戸市長田区二番町2丁目2-1　   TEL. 078-576-6191

Topics
弊社にしか出来ない強みを生かして
直近では、バイオマス発電に必要な木質ペレットの荷役設備（ニューマチックア
ンローダ）を、部材の製作から大組→艤装→電気工事まで一貫して受注してい
ます。
岸壁に面した仮組ヤードを利用し、現地で使用できる状態まで完成させたもの
を台船に積み込み、現地に直送しております。

Message
踏み出す未来にワクワクした足跡を
大型構造物や特殊機械のリーディングカンパニーを目指し、社会
インフラ事業・カーボンニュートラルに向けた製品群・宇宙開発事
業に注力することで社会貢献事業に寄与します。
目指すはオンリーワンです！

金属製品製造業 2020年度新規認定

H3ロケット発射台

ベルトコンベア

アンローダー

代表取締役　加地 重久



情報セキュリティ 株式会社情報セキュリティ 株式会社
https://www.isec.ne.jp/

Operational Technology環境に対応したSecurity Operation Centerの運用技術

●創業／2014年  ●設立／2014年9月  ●資本金／3,000万円

情報セキュリティ　制御セキュリティ　OTセキュリティ　工場セキュリティ　
SOCサービス　アセスメントサービス　セキュリティトレーニング　スマートファクトリー

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4丁目9-26 西北神ビル3階（受付）・7階・8階
TEL. 078-381-8980（代表）

Topics
OT環境にもセキュリティ対策を
企業でのDX推進（製造におけるスマート工場化）に伴い、セキュリティ面にお
ける脆弱性や脅威も増大していくことが予想されており、まずは社内にはどの
ようなリスクがあるのかを現状把握し、様々な情報を可視化する必要がありま
す。iSECはそれらをセキュリティ対策の第一歩として、お客様の安全を守り、よ
り企業の成長をサポートいたします。

Message
セキュリティの脅威から顧客を守る
情報セキュリティの面からお客様のビジネスをサポートし、さらに
社会全体の情報セキュリティ向上への貢献を担う当社では、更な
る技術向上に取り組んでいます。
今後は制御システムのセキュリティ運用において国内トップシェア
の実現を目指してまいります。

情報サービス業

製品開発から導入～運用、
教育まで包括的にサポート
iSECでは、情報セキュリティ分野に
特化したサービス（i-Cybertech）を
展開しています。
Audit（監査）、Consulting（コンサル
ティング）、Development（開発）、
Operation（運用）、Training（教育）
の全てを担い、顧客のセキュリティを
包括的にサポートします。高性能な
セキュリティ製品（最新鋭のパート
ナー社製品および自社開発製品）を
導入し、それらを効果的に用いるこ
とで質の高いサービスを、コストを
抑えて提供することが可能となりま
した。

i-Cybertechサービスの
特徴
●兵庫県におけるセキュリティ設計、

開発・構築、保守運用の実績をも
とにした、信頼性の高いサービス。

●顧客の課題に応じたソリューショ
ンを、短納期・低コストで提案・提
供。

●セキュリティ分野のサポートを一
括で担い、無駄のないサービス展
開を実現。

●他社では導入されていない最新
鋭のセキュリティ製品を活用し、
新たな脅威にも素早く対応。

サイバーセキュリティの専門企業が
提供する安心のワンストップサービ
ス。リスクアセスメントから24時間
365日体制でのセキュリティ運用、エ
ンジニア教育まで幅広く対応します。

i-Cybertechサービスによる
セキュリティ基盤強化
セキュリティ上の欠陥を発見する調
査。しかしその通信による通常業務
への支障を懸念し、調査が適切に
行われず、脆弱性が放置されたまま
になっているケースがあります。こ
の 問 題を解 決するの が 、当 社ソ
リューション「i-Cybertech」です。
通信機器に影響を与えない調査機
器や手法を用い、業務を妨げないよ
う最大限配慮し、ネットワークの脆
弱性を特定します。さらに改善支援
やセキュリティ教育までを一括で担
い、安全で快適なネットワーク利用
を推進します。

2020年度新規認定

代表取締役社長　鈴木 義久



株式会社 昭和製作所株式会社 昭和製作所
https://www.showa-seisakusyo.co.jp/

発泡ウレタンなど軟質材の加工技術

●創業／1919年  ●設立／1964年10月  ●資本金／1,000万円  ●従業員数／13名（男性9名、女性4名）

軟質材加工でお客様の
モノづくりに貢献
昭和製作所は、試作模型・実験用模
型、検査・組立治具などの製作を通
じて、自動車、航空機、造船をはじめ
とした製造業のモノづくりを支援し
ています。弊社の技術は、軟質材料
の加工を専門としています。ポリウ
レタン、ABS、ケミカルウッド、スポン
ジ、木材などの加工のご要望を承り、
数量1個から製作いたします。軟質
材加工のプロフェッショナルとして、
用途に応じた使用材料の提案やコ
ストダウンにつながる仕様の提案
なども積極的に行っています。

昭和製作所の製品事例
〈試作模型・実験用模型〉
自動車部品の意匠確認用や、船舶開
発における水流実験用の模型を製
作しています。曲面の多い複雑な形
状や、全長1m以上あるような大きな
サイズの製品を得意としています。

〈組立治具・検査治具〉
生産ラインにおける組立作業の品質
向上および効率化を図るための組
立治具や、製品の精度検査で使用す
る検査治具の製作を行っています。
設計から品質管理まで弊社内で行う
ことが可能です。航空機業界や自動
車業界のお客様に多数の納入実績
があります。

100年企業の最新技術と
海外展開
弊社では、最新設備による機械加工
と創業100年以上にわたり培ってき
た手加工の双方を活用し、高品質
な製品づくりと短納期を実現してい
ます。機械加工においては3軸およ
び5軸マシニングセンターによる精
確な切削加工を、手加工では機械
での加工が難しい微調整や精巧な
仕 上 げ を 行 い ます。複 数 の 3 D 
CAD/CAMや3次元測定器を所有し
ており、設計や精度検査、リバース
エンジニアリングによるデータ作成
のご依頼も承っています。また、海外
拠点として2014年にインドネシア
に工場を設立し、現地で日本クオリ
ティの製品提供を行っています。

木型　試作　模型　組立治具　検査治具
〒653-0015 神戸市長田区菅原通6丁目3番地　   TEL. 078-576-7122

Topics
軟質材加工製品をより多くのお客様に
近年は医療用枕やインソールといった医療関連の製品や、海洋エネルギー活
用のための装置のような環境関連の製品での製作実績が増えてきています。
今後は、インドネシア工場との連携も活かしながら、得意としている軟質材加
工のノウハウを応用して、より多くのお客様に製品の提供を行ってまいります。

Message
世界に一点しかないモノづくりにチャレンジ
製造業において、何より重要なものは「製品の良さ」だと考えま
す。これからもお客様に満足いただけるモノづくりを続けていける
よう、既存技術の研鑽はもちろんのこと、時代の流れに対応するた
めの新たな技術開発にも取り組み、常に向上心を持ってチャレン
ジしてまいります。

2020年度新規認定その他の製造業

代表取締役　奥野 成雄



新和工業 株式会社新和工業 株式会社
https://shinwa.co.jp/

LINUX、Robot Operating System、オープンCVを組み合わせた
制御システムの設計技術

●創業／1949年  ●設立／1949年5月  ●資本金／1,000万円  ●従業員数／14名（男性10名、女性4名）

私たちは電子のチカラで
社会課題を解決する
技術集団です
当社は船舶用航海計器の修理事業
から発足し、その後、電子機器の開
発を開始。それまで船舶業界で培っ
た無線技術と電子技術を融合し、
無線技術を応用したODM開発をス
タートしました。代表的なODM製
品として量販店の出入口付近でよ
く見られる「ストアセキュリティー機
器（ゲート）」や 視 覚 に 障 が いを
持った方を音声でご案内する向け
の「音声案内誘導装置」などがござ
います。

医工連携での自社製品開発
病院内で使用する3.4L酸素ボンベの残時間をカウントし、音と光で事前にお知らせする「かん
たんO2タイガー」を開発しました。神戸市機械金属工業会「医療用機器開発研究会」の医工
連携事業の中で医療従事者から「搬送患者の搬送中の酸素切れによる低酸素状態を防ぐ機
器（方法）」といったニーズがあり、医工連携メンバーによるブレストから医療従事者へのヒア
リング（25施設78名）を経て製品仕様を決定。その後プロトタイプでの臨床評価を経て製品化
を実現しました。
第３回日本臨床工学技士学会　工連携アワード　理事長賞（最優秀賞）受賞
第４回Medtech　イノベーション大賞　チャレンジ賞受賞

独自のプラットホームを
使用した提案型開発へ
高 性 能なC P Uとマイコンをワン
ボードにした自社プラットホーム

「YAWARA」を開発しました。
「YAWARA」を使用することにより、
制御系から情報系まで幅広いニー
ズに対応した開発が可能になりま
した。
また「YAWARA」に標準搭載され
たLINAX（OS）やオープンソース

（OPEN CVやROS等）を使ったシス
テム開発により、構想段階からのご
提案から開発・試作・量産まで一気
通貫したものづくりを実現しており
ます。

新和工業株式会社
〒650-0015 神戸市中央区多聞通5-3-13　   TEL. 078-382-2231

Topics
非接触での操作が可能なタッチレスモニターを開発しました。
パリティ・イノベーションズ社の光学素子「パリティミラー®」を使用し、空中映
像を映し出し、IRセンサー指を検知することにより非接触での操作が可能で
す。「YAWARA」プラットホームボードと高輝度LCDを組み合わせて、高い視認
性と操作性を実現しました。開発自由度が高く、ハードウェア、システム、コン
テンツ等のカスタマイズ対応が可能です。

Message
変化を見据え、新しい技術を
令和元年に当社は70周年を迎えることとなりました。これもひと
えに永年にわたる皆様の温かいご愛顧ご支援のたまものと心か
ら感謝いたしております。これからも、ますます加速する時代の変
化を「人々の価値観の変化」と捉え、常に新しい技術に挑戦し、社
員一丸となって努力を重ねてまいる所存です。

2020年度新規認定電気機械器具製造業

代表取締役　松島 寛和



株式会社 センサーズ・アンド・ワークス株式会社 センサーズ・アンド・ワークス
https://www.sensorsandworks.com/

赤外線検知による低価格・電池駆動の人流センサと人流データ分析サービス

●創業／2011年  ●設立／2011年4月  ●資本金／4,182万円  ●従業員数／10名（男性6名、女性4名）

人流計測からデータ解析まで
一貫してサポート

「Sign」は人検知情報取得を目的と
した赤外線センサです。秘匿性が高
く個人の特定を行わないため設置
場所は問いません。センサ自体も低
消費電力化に成功しており、電池駆
動で電源不要となっているため、屋
外であっても電源確保の必要があ
りません。また夜間でも昼間と変わ
らない計測を行うことが可能となっ
ております。

「Sign」はリアルタイムで通信を行
うことができ、いつでも最新の情報
を取得することができます。イベント
などの利用人数の把握や、施設内
回遊状況のリアルタイムでの可視
化といった、現場状況の情報発信な
どを行うことができ、計測データか
ら混雑緩和にも役立てることが可
能となっております。
計測データを蓄積・可視化するだけ
でなく、データの分析にも力を入れ
ており、人流計測からお客様の課題
解決に取り組んでおります。
自社での開発・製造はもちろんのこ
と、設置施工・システム設計・データ
分析まで一貫してお受けしておりま
す。ご要望に合わせたカスタマイズ
からデータの利活用サポートまで
行っております。

人流センサ「Sign」
素子から自社独自で開発を行った

「Sign」は、人流検知に特化したコ
ンパクトIoTセンサです。建物内や街
中にセンサを設置し、人流計測を行
います。プローブデータでは扱えな
いメッシュの細かい人流計測も可
能となっており、移動方向の判定・
滞留人数の判定といったバリエー
ションを取り揃えております。
２４時間リアルタイムでの計測が可
能であり、様々なシーンに合わせた
計測が可能な機器となっており、
ニーズに合わせたカスタマイズも
行っております。

人流  赤外線センサ  ポストコロナ  DX  スマートシティ  センシング　
〒652-0884 神戸市兵庫区和田山通1-2-25　神戸市ものづくり工場C棟305　   TEL. 078-335-6515

Topics
計測データから未来予測へ
人流データを活用し、肌感覚だった人の流れや人数を数値化することで施設
運営の効率化、経済効果の向上、地域貢献に繋げております。
ただ計測を行うだけではなく、データを利用したリアルタイムでの混雑状況の
表示サイトの制作や、シミュレーションをもとにした未来予測を行い、災害対策
や人流変化を可視化できるシステムの開発も行っております。

Message
人流データ活用で変わる社会に貢献
人流データはポストコロナ社会での密管理だけでなく、DX・UX、
SDGｓの観点からも欠かせないデータとなってきております。人流
を活用した新たな体験をお客様に提供していくのが弊社の使命
と考えています。

2020年度新規認定情報サービス業

代表取締役　堀江　聡



株式会社 T-ICU株式会社 T-ICU
https://www.t-icu.co.jp/

医療者に寄添う遠隔相談システム及び患者の病状・医療データの
遠隔モニタリングシステム

●創業／2016年  ●設立／2016年10月  ●資本金／1億円  ●従業員数／24名（男性18名、女性6名）

すべての病院に
集中治療科医を
私たちは、“どこでも最高の医療が
受けられる環境を創造し、全ての人
が安心して暮らせる社会をつくる”
というビジョンのもと、集中治療科
医・集中ケア認定看護師のチームを
擁し、病院向けに専門性の高いサ
ポートを提供する日本で唯一の事
業会社です。

【遠隔相談サービス リリーヴ】
全国的に専門家が不足する重症患
者診療の現場を、集中治療科医・集
中ケア認定看護師で構成されたメ
ディカルチームが24時間365日サ
ポート。命に関わる重症患者診療を
担う医療スタッフの不安に寄り添い、
呼吸・循環管理、鎮静・鎮痛、感染症
治療などの全身管理を最新の知見
と豊富な経験で支援する遠隔相談
サービスです。

【遠隔モニタリングシステム
クロスバイ】
ベッドサイドに配置した高性能カメ
ラにより、これまでにない患者観察
が可能に。患者の表情や顔色、呼吸
様式の観察までもが可能となり、人
工呼吸器を含む各種医療機器と接
続することで、多面的な患者情報を
院内の離れた場所へ届けることが
可能な遠隔モニタリングシステムで
す。COVID-19患者受け入れ病院で
の医療の提供と医療従事者への感
染防止策としても、導入頂いており
ます。

日本から世界へ、JICAの
プロジェクトとして遠隔ICUで
世界約10カ国を支援
株式会社シー・ディー・シー・イン
ターナショナルと共同企業体（JV） 
を組み、独立行政法人国際協力機
構（以下「JICA」）の技術協力「新型
コロナウイルス感染症流行下にお
ける遠隔技術を活用した集中治療
能力強化プロジェクト」を受託しま
した。開発途上国の集中治療に従
事する医師・看護師と、日本の集中
治療科医・看護師を遠隔で結び、集
中治療にかかる研修や遠隔ICU
サービスによる技術的助言を10ヶ
国を目途に実施します。

T-ICU
〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-5  IN東洋ビル605　   TEL. 050-5213-8950

Topics
24時間モニタリングルームを新設
2022年1月、大阪梅田にTMC大阪（TeleMedicine Center）を新設いたしました。
このセンターは、NEDOの助成事業TRYのプロジェクトで、西日本電信電話㈱と
医療法人医仁会さくら総合病院と共に、本事業の成果と通信を組み合わせた
遠隔ICUシステムの導入を目指す実証実験となります。

Message
世界中の人々に最高の医療を
我々は集中治療科医の不足を解決し、どこでも質の高い医療が受
けられる環境を創造します。遠隔ICUの確立により；
●医師や看護師の負担軽減や更なる知識向上・最新情報の収集に貢献
●医療の質や医療安全の更なる向上による診療体制の強化
そしてより多くの重症患者様を救えるよう取り組んで参ります。

2020年度新規認定その他の医療に附帯するサービス業 

代表取締役社長　中西 智之



株式会社 トータルブレインケア株式会社 トータルブレインケア
https://tbcare.jp/

「認知機能の見える化」で生涯現役の実現に貢献します

●創業／2015年  ●設立／2015年11月  ●資本金／1億3,982万円  ●従業員数／5名（男性2名、女性3名）

認知機能のチェックと
トレーニングができる
クラウドシステム
私たちは、日々のストレス・疾病・老
化などによる脳へのダメージで、認
知機能低下を伴う健康被害にさらさ
れています。 弊社では体重計や血圧
計でのセルフチェックと同様に、気軽
に認知機能をチェックとトレーニン
グでき脳の健康管理（メタ認知）を可
能にするCogEvoを開発しました。
CogEvoによる「認知機能の見える
化」で、労働寿命と健康寿命を延伸
し、生涯現役の実現に貢献します。

広がるCogEvoの
用途と連携
CogEvo［コグエボ］は、三次予防（リ
ハビリ）から生まれ、二次予防（早期
発見）でのエビデンス取得のための
臨床研究を行ってきました。医療・介
護・自治体での実績を踏まえ、今後
は一次予防（発症予防）でのエビデ
ンスの取得、様々なソリューションと
組み合わせた仕組みづくりや、ス
ポーツ、健康経営分野への活用が期
待されています。

5つの認知機能
CogEvoはインターネットを利用し
て、認知機能のチェックとトレーニン
グを両立したクラウドシステムです。
認知機能を「見当識」「注意力」「記
憶力」「計画力」「空間認識力」の5
つに分け、これらの機能を12種のタ
スクを使い特性を測定します。結果
は5角形のレーダーチャートやグラ
フで表示。MMSEとの相関もあり、
脳の変化の予兆をつかみ認知症へ
の移行の早期発見・予防に役立て
ます。更に職場やアスリート分野で
も認知機能をトレーニングする事で、
パフォーマンスアップや安全性の確
保に繋がると考えております。

株式会社トータルブレインケア
〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-1-1　ポートアイランドビル6F　   TEL. 078-335-8467

Topics
認知機能のチェック＆トレーニング
CogEvo［コグエボ］は、高次脳機能障害のリハビリテーションで使用されてい
るツールをICT化したものでMMSE（ミニメンタルステート検査）と高い相関が
あり、日本の認知症研究（J-MINT研究）では国立長寿医療研究センターなどが
アセスメントツールとして、SSAPではトレーニングツールとしても採用されてい
る、エビデンスベースのクラウドシステムです。

Message
「認知機能の見える化」で社会課題を解決
「労働力人口の減少」や「超高齢社会」などの社会課題も「認知機
能の見える化」からのアプローチで角度を変えて見る事で、新たな
解決法を見つける事ができます。私たちは、産官学との連携で、人が
その人らしく活き活きと暮らせる社会づくりを目指して参ります。

情報サービス業 2020年度新規認定

代表取締役社長　河越 眞介


