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健康経営

要旨
▪新型コロナウイルスの感染懸念が長期化する中、私たちは今まで以上に健康管理に気を配る必要がある。
▪免疫力向上や、将来の健康維持・向上に向けた生活習慣の改善について、必要性は感じているものの、なかなか実行に

移せないという人が多いのが現状である。
▪他人に対して行動変容を促すのはさらに難しい。地域や職域、家族間でも、どうすれば相手に関心を持ってもらえるか、

試行錯誤しているという声を多く耳にする。
▪そこで、自治体を対象に実証実験を行い、ユニークなアイデアと最先端の技術を使いながら、健康的な街づくりを実現し

ている、奈良県立医科大学の梅田研究教授に、人を動かす健康アプローチ方法についてインタビューを行った。

人を動かす健康アプローチとは
～街づくりの事例から～

１ 人を動かす健康アプローチとは

生活習慣病はサイレントキラーと言われます。はじめのうちは
痛みも自覚症状もなく、症状が出たときにはかなり進行していま
す。こうなる前に生活習慣を改めるべきですが、ついつい誘惑に
負けてしまうというのはよくある話です。健康診断結果を放置す
る人も多いですね。私はある自治体のダイエット教室で、生徒1名
を除き、参加者全員を痩せさせました。また、別の自治体でも地
域住民の食習慣改善に繋げました。参加者が生活習慣改善に成
功したポイントは次の五つです。いくつか事例を交えてご紹介し
ます。
（1）今の自分の状態を知る
（２）このまま放置するとどうなるかを知る
（３）身近な成功事例で自分事にさせる
（４）「これならできそう」と思える改善策を複数提示する
（５）良さを体感する

⑴今の自分の状態を知る

まず、健康診断結果で、ご自身がある程度健康なのかそうでな
いのかが分かります。この結果で一喜一憂している人も多いです
が、ちょっと待っていただきたい。健診日はいわば「1年で一番状
態の良い日」かもしれないのです。健診日に向けて運動や禁酒を
行い、ベストコンディションで健診に臨み、健診後に自分へのご
褒美としてお酒やスイーツを口にし、元の生活に戻る、なんて人も
いますよね。そうすると、普段はこの健康診断結果より状態が悪
い可能性が高いのです。何もしなければ加齢により身体は日々衰
えます。後で述べるように、このままの生活習慣だとこうなる、と
いう未来予測があると、より危機感を抱きやすくなるかもしれま
せん。

加えて、血圧計や体組成計、スマホアプリやスマートウォッチな
どで日常的なデータを継続的に取ることで、一番リアルな状態を
把握できます。定点に加え、変化を見ることで、よりリアルな危機
感が実感できます。
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街づくりでの事例では、スマートウォッチを通じて、「雪道の運
転のときに血圧が上がっている」といった通知もしています。

⑵このまま放置するとどうなるかを知る

「あなたはこの病気になりやすい」「このままだとこんな体型に
なる」「このままだと医療費がいくらかかる」「どんな栄養素が必
要」といった情報を示すと良いです。生活習慣病に限らず、便秘
になるとか、腰が痛くなるといったような身近な症状でも良いで
しょう。

⑶身近な成功事例で自分事にさせる

ある自治体のダイエット教室の事例を紹介します（図１）。まず、
参加者の認知をどう変えるかが勝負なので、ひたすら最先端のコ
ホート研究の結果や身体、健康に関する話をしました。筋肉量は
生活習慣病と骨粗鬆症と相関関係にあります。では、筋肉量を増
やすためには、どうするか。筋トレももちろん良いのですが、手軽
にできる方法としては、たくさん歩くことです。実際に、歩数を増
やしたことで、血圧や体重、体脂肪が改善した研究結果などを紹
介し、歩くことの必要性を理解してもらいました。では、どれだけ
歩けばよいのか？これは、相手の実態を踏まえた設定をしてあげ
るべきです。よく1日8,000歩と言ったりしますが、山奥に住む人の

8,000歩と平地で住む人の8,000歩では運動量レベルが違います。
地域によっては、近所のコンビニやごみ捨ても車で行くのが当た
り前という地域も多いです。冬の雪深い時期はなおさらです。した
がって、その地域の平均歩数を示したり、地域特性を意識した
アドバイスをしたりします。その方が、皆さん関心を持ちます。

また、対象者の方と同じ性別・年齢層の方の成功事例も例に挙
げました。「あなたと同じような方では、○○を継続しただけで、無
理なく○○kg痩せ、内臓脂肪は○○cm²低下した。無理なく行っ
ていたのでその後のリバウンドもない。こういう傾向の人はこうな
るんだ。」といった具合です。自分と近いタイプの人が成功した事
例は、自分事として捉えて考えることができますし、説得力が増し
ます。近年では「ビッグデータ」が注目されていますが、場合によっ
ては身近な家族や先祖、地域のデータの方が参考になることもあ
ります。食事や生活習慣、住環境などが、自分に近い事例の方が
リアルですから。ご自身を含め地域の方々の健康データを、家族
や街の遺産として残すことで、次の世代の健康づくりに有効活用
できると考えています。　　

そのほか、毎月計測会を実施して、変化もチェックしました。教
室では特にこれをしなさいという指示や、ノルマのような設定は
一切しませんでした。

この教室には全員が最後まで参加してくれました。恐らく「他
では得られない」と、この教室に価値を感じてくれたからだと
思います。ちなみに、運動の授業と称しながら、運動はほとんど 

 【図１】ダイエット教室での結果レポート
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取り入れませんでした。ある地域でのアンケートでは「もっと運動
したかった」という回答があったくらいです。しかし、運動をメイン
でやるのではなく、頭の中を変える思考変容をメインとした教室
でしたので、結果的に行動が変容し、多くの方が痩せました。

⑷「これならできそう」と思える改善策を複数提示する

例えば、たばこはダメ、お酒はほどほどになど「そんなこと言わ
れなくても分かってるよ」というアドバイスは、相手に響きません。
相手にとって、複数のメリットが見いだせれば付加価値が出て、
行動に移しやすいです。ある自治体との取り組みでは、「こちらが
推奨するこういう食事を○○日続ければ、血圧は○○mmhg下
がり、体重は○kg下がり、医療費として年間○○○○○円削減
できる可能性が高い」など、具体的な内容でアドバイスしました。 
肝心な「これならできそう」と思える工夫は次のとおりです。

　
①食事の“いろどり”作戦

スマホで食事の写真を撮り、食材の色で食べたものを機械的
に分析します。たとえば、みどりは野菜、あかは肉や赤身魚、しろ
はごはんやパン、と言った具合です。まずは「みどりのものをたくさ
ん食べようね」と指導します。とりあえず、緑っぽい物（例外的にグ
リーンカレーなどもあるが、緑の食べ物といったらほとんど野菜）
を食べればよいので、とても簡単です。結果は図２のように、きち
んとフィードバックします。

 

②超・わかりやすい！健診結果とひもづけたおすすめメニュー
この栄養素を取りましょうというアドバイスをもらっても実際に

何を食べればよいかわからず、実行に移せないということは多い
と思います。これをわかりやすく示した仕組みを開発しました。２6
種類の生活習慣病を対象に、自分がどんな食材を食べればよい
かがすぐにわかる、というものです。具体的には、その人の状態か
ら必要な栄養素を逆算し、その方に相応しいメニュー（次頁図３）
を複数提示します（特許取得済）。また、対象者には事前にその方
の状態・重症度レベルを示す色をお知らせしておきます。例えば、
高血圧かつ中等症の人には「あなたは黄色」、糖尿かつ軽症の人
には「あなたは青色」と伝えます。

そして、メニューにも対応する色を付けておき、一目でその方に
相応しい推奨メニューが分かるようにも工夫しました。要するに、
黄色の人は「黄色」のメニューを、青い人は「青色」のメニューを食
べればよいのです。

我慢ばかりでは続きません。途中でかつ丼や唐揚げなどを食
べたくなることもあるので、そんなメニューも一部織り込んでい
ます。これは食べるなという制限はストレスになるのでしません。

「全体のバランスを考えて食べるように」と伝えます。
レシピ通り自分で調理しても良いですし、似たようなメニューを

買ってきても構いません。レシピと全く一緒である必要はなく、傾
向がつかめれば良いのです。参加者は２週間程度でこの食生活に
慣れて、無理なく続けられています。

また、この取り組みに賛同する地元のコンビニやスーパー 

【図２】個人へのフィードバック

食べた食材の色の割合と、その変化をフィードバックする
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には、弁当・惣菜のパッケージに黄色や青色などのシールを貼っ
てもらうように打診しました。料理のレシピは、もともと栄養士さ
んが力を入れて作っており、栄養素も量も明確です。そのため、 
どういった方により相応しいメニューであるかを評価する上で、
情報も正確なためそのまま使えます。したがって、スーパーや食堂
でも簡単に提供できます。こうした取り組みが進めばその地域の
医療費削減にも効果が期待できます。（極端な話ですが、これを
見て、健診結果は「あなたは黄色・〇点です」と「数字と色」を知ら
せるだけでも効果は出るのではないかと思ったくらいです。）

　

⑸良さを体感する

前述の（４）①食事の“いろどり”作戦では、しばらくみどりを意識
して食べ続けると、お通じが改善したり、肌つやがよくなったりと、
体調の改善を実感します。すると、その後も続けられます。次頁 

図４は、参加者がその良さを実感して、日を追うごとにみどりの割
合が上がっています。参加したある老夫婦のエピソードですが、
今まで野菜など買ってきたことがなかったおじいちゃんが、ある日
ピーマンを買ってきて、ご飯の上に乗せて食べたのです。それを見
たおばあちゃんがとても喜んでいましたね。

  

【図３】おすすめメニュー

自分の「色」の記載がある

メニューを選ぶ
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2 コロナ禍における健康課題

コロナ禍で、特に高齢者は外出に対して不安になっています。
感染リスクの方が怖くて、病院さえ行くのをためらう方もいらっ
しゃいます。彼らに起こりがちなのが、運動不足や生活習慣病は
もちろん、肥満のリスク、メンタルヘルスへの影響です。これに対し
ては今、状態変化に即対応できるように各種生体情報のデータ
を、家族などへ通知するためのサービスやアラートを発するなど
の対応を進めています。他にも先述の身体情報に基づいた推奨
メニューの提案、QOL注1）や身体疲労度の評価などのフォローを
行っています。

高齢者といえば、少し話がそれますが、高齢者の見守りにつ
いてユニークな例があります。北海道沼田町では、以前から、家電

（冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、炊飯器等）の電力データを使った
情報収集を始めています（次頁図5）。

電力データがあれば、ウェアラブル端末注２）を付けていなくて
も、ある程度の生活リズムが把握できます。例えば、炊飯器や電子
レンジの利用状況をみれば、３食食べているか、何時ごろ食べてい
るも分かります。夜中に電力量が増えれば、中途覚醒が多いなん
ていう情報も分かります。電力量の計測機器をつけるのは簡単で
す。機器を設置するという仕事も地域に生まれるなど、副次的効
果もありました。こうしたデータの活用は、離れて暮らす子供が老
親の見守りとしても使えます。今後は得られたデータを基に、様々

なデータを活用した評価アルゴリズムを確立し、従来にない新し
い見守りサービスを行う予定です。

コロナ禍の話に戻りますが、働く世代でも、コロナ禍で筋力低
下やロコモのリスクが高まっています。これまでは通勤や外回り
で動くことがベースにあった人達が、外出自粛で動かなくなって
しまったからです。座りっぱなしによる肩こりや腰痛も増えていま
す。また、QOLにも二極化が見られます。ステイホームで時間を
有効活用し、自己啓発の時間にあてたり、実家に戻って楽しく過
ごす人がいる一方、友人に会えない、外にも出なくなった、食事も 
レトルトになったと、QOLが低下する人もいます。フィジカル面に
加え、メンタル面のフォローも必要です。

また、職場では、リモート勤務などで顔を合わせる機会が減り、
メンタルヘルスや健康管理が難しくなったという声が多く出て
います。現状把握の方法としては、1日の活動パターンの把握や、 
ヒアリングを行うなどの方法があります。これである程度は把握
できます。より詳しく調べるなら、ＷＨＯ（世界保健機関）のQOL
テストやCMI健康調査票注３）を用いる方法もあります。ただし、 
これは臨床で使われているものであり、質問数も多く、費用もかか
ります。街づくりの研究の場では、過去の分析結果を踏まえてよ
り簡易な内容の調査票を作り、まずはそれを地域住民の方に受
けてもらい、現状把握をしています。

従業員の健康管理方法としては、電話やオンラインの健康相
談も有効だと思います。気楽にいつでも相談できる、その環境が
あるのとないのとでは個の満足感は大きく異なると思います。 

【図４】40代女性のみどりの食事割合の変化
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注）

１）QOL
Quality of Lifeの略。生活の質

2)ウェアラブル端末
主に衣服状や腕時計状で身につけたまま使えるコンピューターのこと。スマート
ウォッチなど

３）CMI健康調査票
CMIは Cornell Medical Index の略。幅広い身体的・精神的自覚症状を把握
できる質問紙

今は通院するのも大変な状況です。デジタル化が一気に進んだ
昨今、電話やオンラインであれば時間や場所の融通が利くので、
忙しい働く世代にも重宝します。

3 まとめ

新型コロナウイルス感染への懸念が続く中、私たちは心身の
健康管理により一層気をつけなければなりません。地域や職域、
ご家族間での健康管理においても、まずは相手の心と身体の健
康状態を把握することが大切です。今回梅田先生にお話しいた
だいたユニークなエピソードなども参考にしながら、その人に
合った方法で、コロナ禍の健康管理の参考にしていただければ
幸いです。

以上

【図５】時間毎の消費電力情報
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中小企業の防災マニュアルとＢＣＰ[新版]

本書は2018年度発刊の「中小企業の防災マニュアル」に新型コロナウイルス感染症に関する
コラム、Ｑ＆Ａを追加して再編集したものであり、中小企業のみならず大企業の防災やBCPに
ついて幅広く解説しています。
企業の経営層やリスクマネジメント担当部門、リスクマネジメントに関心のある読者であれば
業種・役職を問わず参考となる内容です。
大地震、台風、感染症のまん延…不測の事態に備える事業継続計画（BCP）を策定するための

ポイントがわかります！  

感染症BCP（事業継続計画）作成支援ツールをリリース

MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険
株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、MS&AD
インターリスク総研株式会社は、中堅・中小企業向けに「感染症BCP
（事業継続計画）作成支援ツール」を開発・リリースしました。新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大による企業・組織への影響が長期化
しており、感染症に対応するBCPの策定が企業にとっての喫緊の課
題となっている中、自然災害に比べてBCP策定率が低い感染症BCP
作成を後押しします。
今回開発したBCP作成支援ツールは、新型コロナウイルス感染症

に限らず、感染症全般を想定した中で、中堅・中小企業のBCPに求め
られる基本的事項をパッケージ化したツールとなっており、業種を問
わず幅広い中堅・中小企業に活用いただけるツールとなっています。
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購入（入手）方法 ：最寄りの書店もしくは労働調査会ＨＰにてご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒86319‒798‒5 C2034

発　  行  　所 ：労働調査会
編　　　　  著：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社
価　　　　  格 ：1,980円（税込）
出 版 年 月 日 ：2020年7月31日
購入（入手）方法 ：最寄りの書店もしくは労働調査会ＨＰにてご購入ください。
I S B N 番 号 ：978‒4‒86319‒798‒5 C2034

第1章　職場での災害発生に備える 
第2章　被災時の対応   
第3章　復旧活動のポイント  

第4章　ＢＣＰ（事業継続計画）の基本 
第5章　被災時の人事労務・税務問題Ｑ＆Ａ
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（無断転載はお断りいたします）

また、同ツールは三井住友海上火災保険株式会社とあいおいニッセイ
同和損害保険株式会社の代理店が無料提供します。
BCP作成支援ツールは、「感染症対応マニュアルBCPひな形（本
編）」と「感染症対応マニュアル（様式集）」、「解説書（作成の手引き）」
の3点セットとなっており、解説書を基にひな形を埋めることで、感染
症BCPにおいて最低限必要な対応項目を網羅することが可能となっ
ています。中堅・中小企業がBCPを策定しない理由の上位に挙げら
れる「人手不足／ノウハウ不足」の課題を解決し、「作成の容易さ」を
追求するツールとして、この度開発・リリースしました。
企業として新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため、そして

まだ見ぬ新たな感染症の襲来に備えるため、ぜひ感染症BCP作成
支援ツールをご活用ください。 

感染症BCP作成支援ツールの構成

BCPひな形

解説書 ひな形を使用して、BCPを完成させる解説書

②感染症対応マニュアル（様式集） 主に緊急時に試用する様式を別冊にまとめたもの

③作成の手引き

①感染症対応マニュアル
　BCPひな形（本編）

感染症を想定した緊急時対応、平常時対応等について
企業が準備すべきマニュアル（BCPのひな形）
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