
 

🍀  ご案内 🍀

☘  お問合せ先 
　TEL 053-474-5717 　　 (9時～19時) 
　shop@sprayart-xin.com (24時間受付) 

静岡大学発ベンチャー企業・株式会社スプレーアートイグジン
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 懐かしい昭和の情景が描かれたミッケルアートに、絵に沿った⽣活⾳、
効果⾳を流し、さらに問いかけを⼊れることで視覚・聴覚から回想を促す
映像となっております。 

ご利⽤者様お⼀⼈でもほっこり楽しめる 
認知症予防プログラムです

2

ミッケルアート映像版とは

⼈⼿不⾜でお悩みの事業所様へ 

ミッケルアート映像版は、業務負担の軽減します！ 
さらに、認知症予防効果も期待できます！
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特⻑２ 映像１つあたり３０分

 映像版は、ご利⽤者様だけでもほっこり楽しんで 
頂ける内容となっているので、基本的にスタッフ様 
が映像を再⽣するだけとお⼿軽です。

 スタッフ様が活動に参加する必要がない為、映像を
再⽣している間にケアやフロアの⾒守りといった業務
に集中して頂けます。

特⻑３ 認知症予防の効果を追求

 ミッケルアート開発に伴う研究で積み重ねてきたノウ
ハウをもとに、眼球運動の促進・脳⾎流の増加・発語数
の増加など、様々な効果が期待できるつくりになってい
ます。

特⻑１ ご利⽤者様だけでも楽しめる

映像版の特⻑
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特⻑４ 説明・質問をテロップで表⽰
 テロップ表⽰がある為、⽿の遠い⽅でもお楽しみ頂けます。

特⻑５ 効果⾳とナレーションで回想を促進 
 効果⾳やナレーションでご利⽤者様の興味を引きつけ、聴覚からも回想を

促します。  
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活⽤シーン
☘ ご利⽤者様の⼊浴待ちのお時間に

☘ フロアが⼿薄になるスタッフ様の休憩のお時間に

☘ ⼣⽅、ご利⽤者様の帰宅願望が出やすいお時間に

☘ ご利⽤者様の配膳待ちのお時間に
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介護施設以外の活⽤⽅法

☘ 病院やクリニックの待合室で♪

☘ ⼊院中のリハビリ以外の時間帯

☘ 認知症カフェでのひとときに♪

☘ 個⼈宅で♪

リハビリ以外の時間帯に活⽤することで、離床促進、 
⾝体抑制の軽減、マンパワー不⾜を補うことができます。
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映像版の使い⽅

☘ ディスクをブルーレイ対応のDVDプレイヤーに 
  ⼊れて再⽣するだけ! 

☘ 『ipad』をお持ちの場合は、 
  『youtube』から再⽣することも可能です

HDMIケーブルでipadとテレビを接続
してご使⽤ください。  
※ 本商品に『ipad』及び 『HDMI ケー
ブル』は付属しておりません。 

機器に上記マークがあれば閲覧可能です



 我々の事業所は⾝体介護を必要とする利⽤者様が増えていく状況に伴
い、⽇々その対応に追われていました。しかし何か認知症ケアに効果の
あるものを実施しなければ利⽤者様の認知症は進む⼀⽅です。そんな時、
ミッケルアート映像版が完成したと伺い「お試ししてみませんか?」と
いう話しを頂いてとても興味を持ちました。 
 実際にお試し版を使ってみたところ、フロア全員とまではいきません
が約半数の利⽤者様の興味を引きつけることができました。中にはご利
⽤者様同⼠が話し始める姿も⾒られました。 
 お試し期間終了後にスタッフから「仕事が以前より楽になった」「こ
れからも使いたい」 という声があがり、利⽤者様もお試し版を楽しま
れていたためミッケルアート映像版の導⼊を決めました。( 所⻑ K様 ) 

お客様の声

☘『 ご利⽤者様同⼠の会話につながるケースも 』
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 「スタッフのスキルに依存しない」というコンセプトが刺さりました
ね。使い⽅は案内にある通り、レコーダーにDVD をセットして再⽣ボ
タンを押すだけでした。 
当ホームはスタッフが⼿薄な時間帯――例えば、⼊浴介助、スタッフの
休憩、⼣⽅の帰宅願望が出やすい時間帯などがあります。その時間帯、
どう利⽤者さんの対応をするかが課題の⼀つでした。そこで案内にあっ
た活⽤例を参考にスタッフが少なくなる時間帯にDVDを再⽣すると、 
認知症のご利⽤者様の注意を引き付けることができました。ナレーショ
ンが⼊っているのでご利⽤者様に楽しんで頂ける上にスタッフの業務負
担も軽減されていると感じます。 （本部 E様）

☘ 『 ⼈員配置の⼿薄な時間に活⽤ 』

９

 当事業所の以前あった課題は、新⼈スタッフのコミュニケーションス
キルが乏しいことでした。また、研修する時間もありませんでした。
「ミッケルアート映像版」完成のお知らせをもらった時、この課題を同
時に解決できるのでは？と期待し注⽂しました。 

 感想としては、ご利⽤者様が映像に集中されている間、新⼈スタッフ
には映像版のナレーションを意識して聞かせることで「声がけ」の⽅法
を学んでもらうことができます。認知症予防をしながら、スタッフの育
成が同時にできるのはかなりのメリットです。(本部 U様)

☘ 『 モチベーションアップと⼈材育成に効果 』
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 私の勤める⽼健では4年ほどミッケルアートを利⽤しています。スタッ
フの中にはミッケルアート認定⼠が3名おり、他スタッフもミッケルアー
トに慣れてきました。リハビリにも使っていきたいと考えていたので、
PT を担当者にしてまずはお試し版をレンタルさせてもらいました。映像
版を流しっぱなしにしてみた結果、⼀般棟では約7割の⽅が興味を⽰され、
認知症棟は半数の⽅が興味を⽰していました。ミッケルアートの紙版と
違ってナレーションの声が全体をファシリテートしてくれるので、⾮常
に楽になったと実感しています。 

 私たちの⽼健では認知症ケアの強化に取り組んでいるので、さらにご
利⽤者の認知症のレベルに応じてスタッフが話しかけるようにしていま
す。（看護部⻑ S様）

☘ 『 紙版と並⾏して映像版を活⽤ 』

🌸  映像版開発にご協⼒頂いた事業所様⼀覧 

・社会福祉法⼈いきいき福祉会 ラポール⻄寺尾デイサービス様  

・メディカル・ケア・サービス株式会社 愛の家グループホーム⾼津野川様 

・メディカル・ケア・サービス株式会社 愛の家グループホーム⾜⽴堀之内様 

・株式会社リボーン 介護付き有料⽼⼈ホームスローライフもんぜん様 

・社会福祉法⼈来光会 デイサービスおいなあとこなめ様 

・医療法⼈健育会 ひまわりデイサービスセンター様 

・医療法⼈徳洲会 静岡徳州苑様 

・株式会社ツクイ ツクイ新潟姥ヶ⼭グループホーム様 
・合同会社アイズ デイサービス絆縁様

 映像版を活⽤した感想は「これはとても助かる」です。スタッフが活
動に参加しなくてもいいので、⼊所者様が映像に集中している間に介護
度の重い⽅を⾝体介助する時間が⽣まれました。最初は「映像を流しっ
ぱなしになってしまう」という⼼配もありましたが、活⽤してみるとス
タッフは介助をしながら⼊所者様と何気ない会話を楽しんでいました。
コミ ュニケーションの苦⼿なスタッフもこれを機に⼊所者様と信頼関
係を深めているように思います。 (エリアマネージャー A様)

☘ 『 映像をきっかけにご利⽤者様と会話を楽しめる 』
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ミッケルアートのレンタル⽅法
☘  ミッケルアート映像版は 年間レンタル契約 になります

まずはお試しください♪

年間レンタル契約開始までの流れ

　ミッケルアート映像版のレンタル契約は、2ヶ月毎に６種類の映像が収録
されたDVDをお届けし、観終わったDVDを郵便ポストに入れて返却して頂
きます。毎回季節に合った様々な映像を楽しむことができるため、継続的に
質の高い認知症ケアを行うことができます。

☘  1ヶ月お試しレンタル ¥4,980 (税込) 

注⽂⽅法 : 電話、メール、HPからご注⽂頂けます。 
商品内容 : ２種類の映像(各３０分)が収録されたDVD１枚 
納期   : ご注⽂から４⽇以内に代⾦引換で郵送致します。 
備考   : レンタル期間は、商品到着から４０⽇間です。 
     お試し後は、郵送でご返却ください。 

※ 同封されていた切⼿付き返信⽤封筒をご利⽤ください。 
※ こちらのレンタルは個⼈様でもお申込み頂けます。 
※再⽣にはブルーレイ対応のDVD プレイヤーが必要です。

　「 1ヶ月お試しレンタル ¥4,980 」を利用して、１ヶ月間お試しして 
頂くことができます。(要返却)

1ヶ月お試しの使用感にて、年間レンタルをご検討ください 
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② レンタル開始
初回の映像は、ご契約開始月の24日にお届け致します。

　TEL 053-474-5717 にご連絡ください。メールでお見積書兼注文書、契約書
を発行致します。※ 詳細はお見積り時にメールにてご説明致します。

(B) ２事業所以上同時契約

事業所形態 割引後の月額※ 年額

 グループホーム 、小規模多機能、ショート  ¥8,800 ¥105,600

 デイ、デイケア、特養、有料老人ホーム、サ高住 ¥9,800 ¥117,600

 老健 (通所含む)　、回復期リハ、慢性期病棟 ￥12,800 ¥153,600

※１事業所あたりの料金

事業所形態 月額※ 年額

料金は一律です。 ¥14,000 ¥168,000

☘  レンタル料金と割引

＜ 契約内容の詳細について ＞ 
・お支払い … 月払い、または、年一括払い を選択できます。月払いの場合は、月末締、翌月末の銀行 
　　　　　　　 振込となります。年一括払いの場合は、レンタル開始月の末締、翌月末に銀行振込となります。 
・DVDの送料 … 弊社負担となりますので無料です。 
・ DVDの破損 … そのままご返却ください。 
・解約方法 … 解約される2ヶ月前までにご連絡ください。年契約とさせていただいておりますので、 
　　　　　　  契約期間途中でご解約される場合の未使用分は返金致しかねます。予めご了承ください。 

絵を使用する事業所様ごとに、レンタル契約が必要となります。 
・事業所形態によって映像の仕様（映像のスピード等）が調整されています。 
・１回分のお届けは、６種類の映像が１枚のディスクに収録されています。

① レンタル契約

(A) １事業所のみの契約 (すべて税別)



よくあるご質問
Q.1 ブルーレイ対応のプレイヤーでなければミッケルアート映像版を再⽣できない 
   のでしょうか? 古いDVDプレイヤーでは無理ですか。 
A. 申し訳ございません。ブルーレイ対応プレイヤーのみ再⽣可能となっております。  
  ブルーレイ対応プレイヤーは、機器の表⾯に「BD」と表⽰されています。 

  

Q.2 まだDVDが届いて⼀週間ほどなのですが、DVD を落としてしまい傷がついて 
   再⽣できなくなりました。どうしたら良いでしょうか。弁償⾦は発⽣しますか。 
A. 故意ではない場合は無料でディスクの交換を致しますので、まずは当社までご連絡 
  ください。 ※発送時の送料負担分のお⽀払いは発⽣する可能性があります。ご了承 
  ください。 故意による破損の場合は弁償⾦が発⽣致します。ご注意ください。 

   

Q.3 認知症予防の効果を引き出したい場合、どのように「ミッケルアート映像版」を 
   使⽤すると良いでしょうか？ 
A. もし可能であれば、映像を流している最中や映像が終わってからご利⽤者様と⼀緒 
  に蘇った思い出について会話をしてみてください。そこから得た情報をメモし、 
  コミュニケーションなどのケアに活かすことで効果が上がると考えられます。 
  しかし、「ミッケルアート映像版」には眼球運動などの効果も期待できますので、 
  映像を流すだけでも脳の活性化に役⽴てることができます。 

Q.4 ⾷事前など、いつもご利⽤者様にはお好きなテレビ番組を⾒ていただいています。 
   テレビ番組とミッケルアート映像版の違いは何ですか? 
A. ⼀つ⽬に「ご利⽤者様の認知症予防効果が期待できる」点です。⼆つ⽬に、テレビ 
  番組は好みによって観たい番組が異なる為、視聴するご利⽤者様の⼈数が限られてし 
  まいます。しかしミッケルアート映像版の場合、認知症予防を前提に制作しているの 
  で「活動の⼀環」として皆様にお楽しみ頂けます。 
  ＊視聴を無理強いせず、ご利⽤者様のお気持ちを最優先にしてください。
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2013年

2014年

2015年

2016年

日本認知症ケア学会全国大会　石崎賞受賞　　 
第3回日本認知症予防学会学術集会　 
第14回日本早期認知症学会
日本認知症予防学会　浦上賞受賞　 
第4回日本認知症予防学会学術集会 
日本認知症ケア学会関西地域大会 
第13回日本ケアマネジメント学会 
第15回日本認知症ケア学会大会　 
日本早期認知症学会　研究紀要論文掲載

日本医療福祉設備協会　研究報告掲載 
第14回日本ケアマネジメント学会 
第16回日本認知症ケア学会大会
メディカル・サイエンス・ダイジェスト　医学誌掲載　 
日本認知症予防学会　エビンデンス創出委員会グループリーダー 
第17回日本認知症ケア学会大会・シンポジウム　

　ミッケルアートによる認知症予防の効果データは、毎年各学会にて発表しており、
日本認知症ケア学会と日本認知症予防学会で学会賞を拝受致しました。

■ 共同研究実績 (2013年4月1日～2017年3月31日) 
　　国立大学法人 東京医科歯科大学 大学院 保健衛生学研究科 / 齋藤やよい 教授  

■ 統計分析 
　　国立大学法人 静岡大学情報学部 / 山田文康 名誉教授　 

★ 学会発表・受賞暦・論文・医学誌掲載の実績

学会賞を２年連続で受賞

ミッケルアートを用いたケアは、 
医療・介護分野の学会でも『 高く評価 』されています。


