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GroupD 体力の可視化
Visualize physical point 

体力は身体的な能力の指標の一つとして評価される機会が多くあるが、
自分の体力を把握、コントロールすることは困難である。そこで、一般に
抽象的であると認識されがちな体力という概念を、独自のアルゴリズム
で評価、解析し可視する手法を提案する。
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Stamina is one of indicators of physical ability, but it is difficult 
to grasp and control by own. Therefore, we propose the 
visualization of the concept of stamina, which tend to be 
recognized as an abstract, by evaluating and analyzing the value
of the health parameter using our original algorithms.

疾患の治療方法を決定する際に患者から医療同意を得る必要がある。しか
し、 認知症患者の中には自分の意志をはっきり伝えられない人もいる。そこ
で、 映像から患者の表情などの非言語要素を分析し、同意の有無を推定す
る手法を提案する。

A doctor have to obtain medical consents from patients when he/
she decides how to treat disease. However, some paticents with 
dementia can not clearly convey their own will.  Therefore,we 
propose the method to estimate whether they really agree or not 
from analyzing non-linguistic factors of patient's faceexpression 
using the video images.

GroupB 認知症患者への医療同意の支援
Support for medical consent to patients with dementia 

GroupC Virtual Pet による入院患児支援

入院中の患児は治療に対する不安や恐怖、孤独を感じている。そこでバー 
チャルペットによる支援により，それらの感情の軽減を目的としたアプリケ
ーショ ンを提案する。

A child patient feels anxiety, fear and loneliness for some 
treatments in hospitalized days. Therefore, we propose an 
application aiming to reduce those emotions using a virtual pet.

Child patient support by virtual pet

指導者を必要としない自発的に行うリハビリを自主的リハビリという。これは、
症状の改善に効果があり入院日数の削減に結び付くが、実践している人は少な
い。そこで、症状の改善を可視化し自主的リハビリの促進を IoT の技術を用い
てアプローチする。

Self-rehabilitation with no physical therapist is called 
autonomous rehabilitation. This is an effective method to 
improve somen symptoms, and it leads to a reduction of the 
number of hospital days. But there are few people to practice it.
Therehore, IoT’ s approach is used to visualize improvements of 
symtoms and promote self-rehabilitation.

GroupA 自主的リハビリ支援
Autonomous rehabilitation support
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最新の IOT 機器の利用が
あまり実施されていない

IoT

There is not much use of the latest 
IoT equipment at the hospital

ウェアラブルデバイスで
健康管理をする人の増加
     The number of people who 
     manage health by wearable 
     devices is increasing
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