コグニサイズ促進協力施設
事業所名

住所

連絡先

施設紹介

1

はぎやまリハビリデイサービス

〒189-0012
東京都東村山市萩山町3-13-10

現在デイサービスでコグニサイズを取り入れたサービスを行っています。サービス時
間外に行っている地域高齢者対象の体操教室でも行っています。
042-392-5178 また地域高齢者サークルと協力しリーダー養成、認知症予防検診などを行う予定で
す。これらの活動を市や地域包括支援センターと協力しながらできるように啓蒙活動
を行っています。

2

社会福祉法人幸友会 ひより

〒820-0013
福岡県飯塚市上三緒1番地11

0948-21-7500

幸友会ひよりでは、様々な資格を持つスタッフが、認知症に関する予防からケアま
で、総合的なサービスを地域に提供しています。

3

株式会社 たぬき

〒814-0041
福岡県福岡市南区野間1-9-29-602

「ずっと元気に」を目標に、福岡県・佐賀県・熊本県を中心とした地方自治体・公民館・
社会福祉協議会・地域に根ざした活動をしている団体・企業様と提携、認知症・フレイ
092-408-4290 ル（虚弱）予防を目的とした教室運営を行っています。教室開催時には認知評価・フレ
イル診断・アンケートを実施、その結果を基に分析・診断、参加者様・クライアント様へ
のフィードバック及びご提案を併せて行っています。

4

津島リハビリテーション病院

〒496-0072
愛知県津島市南新開町1-114

0567-23-0120

5

第二大阪警察病院 精神科

〒543-8922
大阪府大阪市天王寺区鳥ヶ辻2-6-40

第二大阪警察病院（旧NTT西日本大阪病院）にて月曜日・金曜日午後に行っていま
06-6775-2863 す。申し込みはかかりつけ医より大阪警察病院地域医療連携センター電話
(大阪警察病院地
0667752863FAX0667752864 を介して大阪警察病院精神科 認知症診断外来初診を
域医療連携セン
お申し込みください。コグニサイズ実施場所：第二大阪警察病院 https://www.ophター)
2.jp/ 申し込み先：大阪警察病院 http://www.oph.gr.jp/

6

国立大学法人 秋田大学

〒010-8543
秋田県秋田市本道1-1-1

文部科学省地（知）の拠点大学による地方創生事業の一環として、秋田県内におい
018-889-3246 てコグニサイズを展開し、元気で自分らしく暮らすことのできる健康コミュニティづくり
を担っています
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コグニサイズ促進協力施設
事業所名

7

8

連絡先

施設紹介

有限会社 むらもと治療センタ－

〒156-0044
東京都世田谷区赤堤4丁目1番15号

創業・昭和54年、接骨院・鍼灸院の経験をもとに平成18年、介護予防デイサービスを
開業。現在世田谷区赤堤にて「むらもとデイサービス」「予防のむらもとランド」の２つ
03-3325-9873 の通所介護を開業中。特に「予防のむらもとランド」では総合事業の指定施設でコグ
ニサイズやＣＧＴによるマシンの筋トレ等により、認知症予防や転倒・老化予防の2つ
の予防サービスをおこなっております。

中部大学

〒487-8501
愛知県春日井市松本町1200番地

中部大学ではCOC事業の一環として春日井市と連携し、様々な活動を行う中で資格
を保持した教員が高齢者の健康増進を目的とした出張教室を開催しています。その
0568-51-1111
中で認知機能向上を目的としたコグニサイズを含む運動や水中運動を実施し、地域
連携活動を積極的に行っています。

〒370-2455
群馬県富岡市神農原559-1

認知症疾患センター、認知症専門外来、認知症初期集中支援チームなどで地域の認
0274-62-3156 知症医療・介護に取り組んでいる西毛病院ではコグニサイズを通して認知症予防を
行い「住み慣れた地域で自分らしく暮らす」生活を支援しています。

11 医療法人 大和会 西毛病院

12

住所

一般財団法人操風会
岡山旭東病院

〒703-8265
岡山県岡山市中区倉田567-1

当院は、脳・神経・運動器疾患を専門とする急性期病院です。認知症専門医が在籍
する神経内科においては、ＭＣＩを含めた診療を行い、神経心理学的検査は専門の臨
床心理士が対応しています。また、予防活動である健診（脳・認知症ドック）、健康教
086-276-3231
室（転倒予防・脳等）、出前講座等の活発化に伴い、コグニサイズの導入計画に至り
ました。
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事業所名

住所

連絡先

施設紹介

金沢医科大学病院認知症センターではコグニサイズを取り入れた認知症予防教室を
実施しています。

13 金沢医科大学 高齢医学

〒920-0293
石川県河北郡内灘町大学１丁目１番地

076-286-3511

デイサービスセンター
14
ロイヤルフィット鈴鹿

〒513-0836
三重県鈴鹿市国府町4670-1

デイサービスでコグニサイズを実施しています。
その他、スクエアステップ、健康運動も取り入れています。
059-389-6071
鈴鹿市の介護予防教室も毎週水曜日に実施しています。
居宅も併設していますので、介護のご相談にも応じます。

〒231-8458
神奈川県横浜市中区常盤町1-7

2014年度に神奈川県のモデル事業「運動による認知症予防プログラム」を担当し、コ
グニサイズの教室を運営いたしました。また横浜YMCAでは自主事業としてコグニサ
045-662-3721 イズの教室を実施している他、神奈川県内の市町村・ケアプラザ・自治会・老人会・高
齢者施設などへのコグニサイズの指導者を派遣して、地域への普及も積極的に行っ
ております。

16 ブリヂストンスポーツアリーナ（株）

〒830-0011
福岡県久留米市旭町25-1

当社では、「人々の心と体の健康づくりを支援する」を基本に「スポーツを通し地域社
会の幸せな生活づくりのお手伝い」という方針の元、スイミングスクールを中心に皆様
0942-37-5460 の快適な生活設計に取り組んでおります。
また、地域の高齢者の方々の健康寿命延伸と認知症予防の啓発を進めるべくコグ
ニサイズを取り入れ、地域社会の交流の輪も広げてまいります。

医療法人清水会
17
まこと老人保健施設

〒458-0813
名古屋市緑区藤塚３－２６０４

通所リハビリテーション併設の介護老人保健施設です。認知症カフェを毎月ひらいて
おり、認知症の予防から介護・生活支援まで行っています。地域の方や、通院・通所
052-878-9811
利用の方・家族様に対しても、認知症予防の一つとしてコグニサイズを広めていけれ
ばと考えています。

18 地域福祉研究所株式会社

〒820-0081
福岡県飯塚市枝国４３９番地

私たちは地域福祉研究所は地域福祉の発展を目指すべく、日々活動を行っておりま
0948-22-5900 す。この度、コグニサイズを通して、認知症に強い地域を推進し、予防からケアまで切
れ目の無い、ノーマライゼーションコミュニティの実現を目指して参ります。

15 （公財）横浜YMCA
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事業所名

住所

連絡先

施設紹介

19 フィットネススペース Ｒｅｂｏｒｎ

〒569-0814
大阪府高槻市富田町５丁目１－１６

大阪の北摂地区で高齢者を中心とした1次予防の教室を行っております。
コグニサイズをはじめ筋トレ・ヨガ・ストレッチ・バランストレーニング・瞬発力トレーニン
090-1674-6259 グさらに栄養指導まで行い、多方向からアプローチを心掛けたレッスンカリキュラムと
なっております。
スタジオレッスンのほか、指導者派遣・講師依頼も承っております。

20 済生会くれたけ荘

〒805-0025
福岡県北九州市八幡東区中尾1丁目22番
18号

北九州市八幡東区中尾地区を中心に、認知症予防活動を展開している介護老人保
健施設です。コグニサイズを地域の方々や入所・通リハでも取り入れ実践中です。コ
093-653-1121
グニバイク®も活用しています。地域の方々の認知機能向上に貢献している老健施
設です。

21 ふらむはぁとリハビリねっと

〒917-0075
福井県小浜市南川町12-13

福井県小浜市を中心に訪問看護事業、通所介護事業などを展開しています。一般介
0770-53-3028 護予防事業の一環としてコグニサイズを実施するだけでなく、地域住民に対してコグ
ニサイズの普及啓発も積極的に取り組んでいます。

〒893-0013
鹿児島県鹿屋市札元１丁目８-７

当施設は，県民の生涯を通じた健康づくりを総合的に支援すると共に，県内の保健
所や市町村保健センター，健康づくり関連施設における健康づくり活動を支援する中
0994-52-0052 核施設です。
2016年度より，コグニサイズを取り入れた認知症予防教室を実施しています。また，
今後は研修会等を通して，県民への普及も積極的に行って参ります。

22 県民健康プラザ健康増進センター

23

株式会社
長谷工シニアホールディングス

24 株式会社ジェネラス

〒108-0014
東京都港区芝4-2-3ＮＭＦ芝ビル３Ｆ

当社の運営する施設の入居者や利用者のライフスタイルを重視して様々なサービス
を提供しています。認知症予防である「コグニサイズ」を初めとしたバリエーション豊か
.03-5427-3180 な生活機能向上プログラムや東京都長寿医療センター研究所熊谷修先生監修「老化
（運営部）
遅延の食事」プログラムや睡眠などにも目を向けて豊かな・充実した生活を支援して
おります。体操や食事を通して地域コミュニティの輪を更に広げてまいります。

「ジェネラス」は「自分らしく生きる」ことを応援し、お手伝いします。特にリハビリテー
〒460-0012
052-259-3336 ションに関わるサービスにおいては、先駆的な実績を積み上げてきました。平成２６年
愛知県名古屋市中区千代田二丁目16番28 （デイサービス 度には、国立長寿医療研究センター様と共同で、デイサービスにおける要支援、要介
樂音）
号 グラシア2号館4階
護者向けコグニサイズ、インターリハ㈱様とも共同でコグニバイクの開発に携わり、県
内外の８つのデイサービスで提供しています。
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連絡先

施設紹介

25

社会福祉法人相生会
老人デイサービスセンター 暖家

〒823-0003
福岡県宮若市本城1756-6

認知症に関する予防からケアまで総合的なサービスを目指し『住み慣れた地域で自
0949-34-7770 分らしく暮らす生活』を支援。また地域の方々の健康寿命延伸と認知症予防の啓発を
進めるコグニサイズを取り入れ地域社会の輪も広げていきたいと思っています。

26

医療法人社団 哺育会
桜ヶ丘中央病院

〒242-0024
神奈川県大和市福田1-7-1

046-267-4111

睡眠、呼吸器、糖尿病、甲状腺を専門にしているクリニックです。かかりつけ医とし
て、認知症の早期発見・早期治療、予防に取り組んでいます。PT、看護職、事務職で
チームを組み「コグニサイズ」を定期的に実施しています。また、地域包括支援セン
ターと連携を取りながら、地域への啓蒙活動も行っています。

27 医療法人HSR名嘉村クリニック

〒901-2132
沖縄県浦添市伊祖4丁目2番1号

29 株式会社ツクイ

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

全国に約500カ所あるデイサービスの中で、認知機能低下予防に対するトレーニング
の効果測定、コグニバイク実施による効果測定として、認知症予防共同研究によるア
080-5944-1559
ウトカム評価として、など要介護高齢者における様々な認知機能低下予防のための
介入に対する評価ツールとして活用していきます。

30 医療法人社団 新和会

〒438-0016
静岡県磐田市岩井3051-1

超高度高齢化社会の中で、認知症は大きな社会的問題となっています。医療法人社
団新和会では、理学療法士、作業療法士を中心とした認知機能改善プログラムを実
0538-33-6922
施しております。コグニサイズも取り入れ幅広いプログラムを用意しており、効果的な
体験が可能です。
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コグニサイズ促進協力施設
事業所名

31 社会福祉法人 富士白苑

一般社団法人
32
たかぎスポーツクラブ

33 大和市高齢福祉課

34

医療法人光秀会
デイサービスかがやき

35 医療法人 泯江堂 三野原病院

住所

〒254-0826
神奈川県平塚市唐ケ原１番地

〒395-1107
長野県下伊那郡喬木村6695-1
「みんなの広場」

連絡先

施設紹介

神奈川県平塚市にある特別養護老人ホーム 平塚富士白苑。 平塚富士白では元
0463-61-1843 気になる取り組みとして、コグニサイズの普及に努め、施設のご利用者や地域の方達
へ定期的にコグニサイズを行っています。

現在、「みんなの広場 アスボ」を拠点とし７地区でコグニサイズを行っています。色分
けしたラダーを手作りして、数字だけではなく色も取り入れたラダーでコグにサイズを
0265-33-5570
行ったり、トレッチや筋トレ、ダンスをしながら会員のみなさんと楽しくからだを動かし
認知機能を高めています。

〒242-0004
神奈川県大和市鶴間1－31－7

046-260-5612

〒503-1251
岐阜県養老郡養老町石畑409

0584-34-3936

〒 811-2402
福岡県糟屋郡篠栗町金出3553

泯江堂三野原病院では、地域に根ざした良質な医療・福祉サービスの提供を目指し
ています。長期療養を必要とされる方、重度の肢体不自由、障害を持つ方へ医療提
供を行なっております。2015年1月からは、地域包括ケア病床を導入しています。併
092-947-0040
設する介護老人保健施設やグループホーム、介護付有料老人ホーム、訪問看護ス
テーション、ホームヘルプサービス、介護プランサービスと密接に連携し、地域に根ざ
した活動を展開しています。

医療と介護が連携し 『笑って長生き』 を目指しています。特にデイサービスでは認
知症の進行予防に特化した半日リハビリの中でコグニサイズを実践しています。

当法人はデイケア、リハビリデイサービス、訪問リハなどを積極的に取り組み、地域
〒455-0068
社会福祉法人昌明福祉会
のリハビリ拠点を目指しております。当事業所を中心に予防の方、退院後の方、施設
36
愛知県名古屋市港区土古町二丁目21番地 052-381-0201
水谷医院 小碓デイケアセンター
入所の方などにコグニサイズを取り入れた運動を行っています。ご興味のある方はお
の8
問い合わせください。
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事業所名

横浜市緑区医師会
37
訪問看護ステーション

38 喜之道クリニック

39 医療法人社団 佐藤病院

住所

42

公益社団法人福岡医療団
たたらリハビリテーション病院

公益財団法人
岩手県予防医学協会

施設紹介

〒226-0011
神奈川県横浜市緑区中山町3-16-2

横浜市緑区を中心に訪問看護事業を展開し、地域に根付いた活動を展開していま
す。平成30年10月より介護予防・日常生活支援総合事業開始に向け、コグニサイズ
045-935-6760
を通じて認知症予防を行っていくことになりました。地域住民へコグニサイズの啓発も
積極的に行い、出張コグニサイズも行って行きます。

〒871-0811
福岡県築上郡吉富町広津291-1

『喜之道とは喜びの道。地域の皆様と共に歩む道』という理念のもと精神科・心療内
科を標榜し、もの忘れ・障がい児等の専門外来を行っています。院内では精神科・重
0979-22-2411 度認知症デイケアにて若年者から高齢者まで受け入れ、活動内容もコグニサイズや
作業療法・心理療法など多岐にわたります。地域活動としても上記の活動を実施して
います。ご興味のある方は是非お問い合わせ下さい。

〒511-1137
三重県桑名市長島町福吉268-1

三重県桑名市を中心に医療・介護事業所を運営しています。平成28年12月1日に三
重県北勢地区で初めて温水プール常設の通所リハビリテーションと、小規模多機能
0594-73-2110 型居宅介護を備えたシニアプラザながしまを開設しました。介護予防事業の一環とし
てコグニサイズを実施するだけでなく、地域住民に対してコグニサイズの普及啓発も
積極的に取り組んでいます。

〒737-0046
40 株式会社 ペアーレれんがどおり
広島県呉市中通３－２－１８クレアル6階

41

連絡先

所在地でもあります呉市は高齢化率日本一の都市です。そのため、認知症の予防の
ニーズは高まっています。当施設は、文化教室～体操教室まで幅広く高齢者の健康
0823-20-6311
増進に取り組んでいます。
また、行政の委託を受けた介護予防教室を呉市内全体で行っております。

〒813-0031
福岡県福岡市東区八田1-4-66

当院では介護予防教室である「よか体スタジオ」を開催しています。内容はコグニサイ
ズをメインとして行い、ストレッチ・筋力トレ・レクリエーションもしています。医師・看護
師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・栄養士・歯科衛生士・健康運動指導士と
092-691-5508
いった専門の職員がみなさんと一緒に運動を行います。その他、地域に出向き運動
教室もさせて頂いています。とても楽しい時間になると思います。お気軽にご連絡下
さい。

〒020-0857
岩手県盛岡市北飯岡四丁目８番５０号

当協会は、岩手県民の健康と福祉に寄与するという基本理念に基づき、人と社会に
貢献する総合健康支援機関として健康診断、人間ドック、健康支援、乳幼児保育、児
019-638-7185 童クラブ、介護福祉など、予防医学と社会福祉に重点を置いた事業を行っておりま
す。今後は健康支援の一環として、コグニサイズも取り入れ積極的に普及、促進して
いきたいと思っております。
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コグニサイズ促進協力施設
事業所名

住所

連絡先

施設紹介

43 社会福祉法人 野菊の里

〒８49-122
佐賀県三養基郡上峰町前牟田1949

当デイサービスのサービスの一環として、また、地域に向けた介護予防事業の取り組
みとしてコグニサイズ・プログラムを活用しています。
0952-52-6961
ご利用者様や事業に参加される皆様が、楽しみながら認知症予防に取り組んでいた
だけるよう努めます。

44 府中市立介護予防推進センター

〒183-0033
東京都府中市分梅町1-31

いつまでも自分らしくいきいきと。府中市立介護予防推進センターは、市民の皆さま
042-330-2010 が住み慣れたまちで地域とつながり、お元気に生活できるよう応援しています。当セ
ンターではコグニサイズを含む、様々な介護予防プログラムを行っています。

医療法人健応会
45
呉やけやま病院

〒737-0924
広島県呉市焼山南1丁目8番23号

高齢化が進み、認知症患者さまが増加している現在、当院では地域に根差した精神
科病院として認知症カフェなど、広く認知症を知っていただく活動の中にコグニサイズ
0823-33-0511
を取り入れております。また自治会・老人会など、地域の方が集まる場所でも指導者
を派遣し、コグニサイズを広めていければと考えています。

株式会社ウェルネスパートナー
46 有料老人ホームウェルネス浜名湖

〒431-1402
静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑541-1

ウェルネス浜名湖は風光明媚な浜名湖畔に位置する住宅型有料老人ホームです。
当施設では認知症予防のための専任スタッフを配置し、コグニサイズを取り入れたプ
053-526-1165
ログラムをはじめ様々なサロン活動を提供することで、健康の維持と認知症の予防に
積極的に取り組んでおります。

47 一般社団法人 清流会

〒020-0824
岩手県盛岡市東安庭2丁目2番7号

当会主力の活動目的として、認知症予防に重点を置いた啓蒙活動に取り組んでいま
019-651-8886 す。今後、地域の皆さんの協力のもと、小規模でも予防教室の開催を中心に、コグニ
サイズが広く地域に認知されるよう働きかけていきます。

48 介護老人保健施設 吹田徳洲苑

〒565-0814
大阪府吹田市千里丘西21-1

介護老人保健施設吹田徳洲苑は「生命を安心して預けられる老健」「健康と生活を守
06-6878-9100 る老健」を理念にしています。通所リハビリにおいてコグニサイズを行い、認知症予防
で地域に貢献して行きたいと思っています。

コグニサイズ促進協力施設
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事業所名

49 社会福祉法人 信和会

住所

〒635-0814
奈良県北葛城郡広陵町南郷84番地1

連絡先

施設紹介

自立されたお元気な方から重度の介護が必要な方までのあらゆる高齢者の方々に
利用いただける6つの事業所が一体となった福祉施設です。
0745-55-5551
当施設では、地域貢献事業の一環として60歳以上の方々を対象に健康運動教室を
毎週開催し、コグニサイズと介護予防体操を実施しています。

50

51

52

53

54
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