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平成 26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 味の素株式会社 

２ 事業名 アミノ酸解析技術を活用した、メタボリックシンドロームやロコモティブシンド

ロームの『見える化』に資する商品の開発事業業務委託 

３ 実施期間 2014年 12月～2015年 3月 20日 

４ 主な実施場所 神奈川県予防医学協会 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

アミノ酸解析技術を活用した｢メタボリックシンドローム｣、｢低栄養｣、｢メタボ型低栄養｣の未病の

見える化及び関連サービスによる｢健康の維持・増進｣を複合して提供する事業モデルの実証を行う。 

具体的には、メタボ予備軍 30名を対象にアミノ酸解析技術を活用した「メタボリックシンドロー

ム」「低栄養」「メタボ型低栄養」の未病の見える化に関する検査を受診した後、その結果に基づい

た指導を行うことで、行動変容・意識変容につながり、食事・運動習慣の改善、メタボ関連項目の改

善につながる、有用なサービスであるかどうか検証を行った。 
 

６ 事業の経過及び結果   

本実証事業により、アミノ酸解析技術を活用した「メタボリックシンドローム」「低栄養」「メタ

ボ型低栄養」の未病の見える化するための検査、並びにそれに基づいた生活指導（栄養、食事及び運

動指導）のモデル事業は、多くの参加者において、意識変容並びに行動変容を促し、その結果、体重

や血圧などのメタボ関連項目の改善、食事・運動習慣の改善などにつながるサービスであることが示

された 

参加した 30 名に、本モデル事業に対するアンケート調査を行ったところ、「十分に納得できた・

やや納得できた」「もう一度受けたい」が 9割を超え、サービスとして十分に受け入れられる可能性

があることが示唆された。一方、参加者に配布された生活改善の資料は「検討中」「使う予定はな

い」や、実際に「使わなかった」が半数程度を占め、その理由としては、「面倒」「読んで理解する

のが大変そう」などの意見が寄せられ、指導内容や提供資材についての作り込みが必要である。 

 以上の結果から、指導の内容などの課題は残るが、アミノ酸解析技術を活用した検査とそれに基づ

く指導のサービスは新たな手法として予防医療(未病対策)に役立つ可能性が示唆された。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

今回、事業を実施したことによって、アミノ酸解析技術を活用した検査がメタボリックシンドロー

ムやロコモティブシンドロームの『見える化』に資する商品であり、それに基づく指導によって、こ

れまでの健診結果であれば指導対象者にならない人、すなわち「未病」の段階にある人においても、

行動変容が惹起され、メタボやロコモに関連する数値が改善する可能性が示唆された。 

 また、今回の実証事業を通じて意識変容・行動変容を惹起すると思われる条件が分かり、今後の生

活習慣改善ツール（指導、提供資材など）に活かしていく予定である 
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８ 事業化の見通し・課題 

今後、「アミノ酸解析技術を活用した検査+生活習慣改善ツール(指導法、食事メニュー提案等)」

という新しいビジネスモデルを事業としてさらに発展させていくためには、「指導内容のさらなるブ

ラッシュアップ」または「生活改善ツールの拡充」が必要である。これらに対する具体的な解決案に

ついて下記 2点を挙げる。 

 

(栄養改善・食事指導ツールの開発) 

今回、受診者には具体的な食事メニューを載せた冊子を渡しているが、実践した人は少なかった。

その理由としては、「手間がかかる」「面倒くさい」「ほとんど自炊をしない」といった声があっ

た。今回のサービスを受けていただきたいターゲットは、毎日の食事に時間や手間をかける層ではな

いと推察する。したがって、食事メニューやレシピの提案で改善を促すのではなく、自ら食べたもの

を基に管理栄養士がタイムリーに指導を行うといった仕組みが必要かもしれない。具体的には、スマ

ートフォンのアプリなどを使い、実際に食べたものをアプリ内で報告し、それに対する食事・栄養指

導もアプリ内で返ってくるというような仕組みを開発・提供する。 

 

(運動介入プログラムの開発) 

今回の実証事業では、「毎日 8000 歩以上歩く」「心拍数が 120 以上に上がる運動を 20 分実施す

る」のような運動のポイントのみを指導し、既述の通りの結果を得た。今後はさらに特色ある事業へ

と発展させるために、フィットネスクラブと連携してアミノ酸解析技術を活用した検査に基づく、特

別な運動プログラムを開発・提供する。 
 

９ 今後の展開 

「8 事業化の見通し、課題」で記載した 2点の課題を解決するために、生活指導コンテンツを開発

している企業や運動プログラム開発に強い企業などと連携し、さらに拡大して具体的な「未病を治

す」産業の創出、その実証を実施していく。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 アズビル株式会社 

２ 事業名 「未病を治す空調システムを開発するための実証事業」 

３ 実施期間 平成26年12月1日～平成27年３月20日 

４ 主な実施場所 アズビル 藤沢テクノセンター 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

未病を治す空調システムを開発するため、住宅の温度、湿度、粉塵等の制御により高齢者のヒートショッ

クや熱中症のﾘｽｸの低減、花粉症やぜんそくの症状の改善などに効果があることを実証する。 

 

６ 事業の経過及び結果   

（１）室内環境と健康に関する仮説設定、情報収集 

以下に貢献する住宅向け空調システムを仮説とした。 

①ヒートショック防止 

②室内活動量の低下防止 

（２）協業先有識者の調査 

協業先として大学、医療関連の団体、識者の調査、ヒアリングを行った。 

（３）人体に対する検証の前段階としての室内環境の測定 

2014 年～2015 年の冬季における、全館空調システムの場合と一般的な空調の場合の室内各所の温度 

の傾向について実住宅で測定した。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

アズビル株式会社藤沢テクノセンター内の実験住宅「azbil ハウス」にて検証した。 

同性能の二棟の住宅により構成、 

A 棟：全館空調システムによる空調 

B 棟：一般的なエアコンによる空調 

各室及び屋外の温度を計測(5 分おき)、蓄積 

結果：冬季で外気温が低い場合に、B 棟では６～８度の室温差が発生することがわかった。 

   全館空調システムにより以下の住環境の改善がなされ 

・住環境の温熱環境の向上 (特に寒くない)こと 

・就寝中、起床時などを含めた一日を通しての温熱環境の向上 

・脱衣所、廊下、トイレなども含めた温度のバリアフリー化 

以下の健康効果が期待できると考えられる。 

-血圧、心拍数、等の健康状態の向上 

-筋梗塞脳卒中や筋梗塞脳卒中認知症などの予防 

-精神的効果(ストレス、生産性、) 

-運動やコミュニティ参加などの推進 
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８ 事業化の見通し・課題 

平成26年度の期間では、健康効果の前提となる空調システムによる室内温度差の発生の有無についての

検証を行った。今後健康効果を実証するには有識者の協力を得て実証に向けての手法を確立し、実証試験

を行う事が必要である。 

 

９ 今後の展開 

①平成26年度で行った住環境のシステムによる違いを基に、共同で実証試験を行う医学関係の識者(大学 

や病院など)の特定を行い、平成26年度の評価と実証試験の方向性の確認を行う。 

②実証試験を行う手法の検討、実験設備、計測手段の検討と本試験のためのシミュレーション、計測機器 

試運転を行う。  

③実験設備の建設、被験者の検討(募集)を行う。  

④実証実験と評価（健康効果の確認）を行う。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 イオン株式会社  

２ 事業名 「健康ポイント」の活用を中心とした未病をなおす新たなビジネスモデル構築事業 

３ 実施期間 2015年1月6日～3月5日 

４ 主な実施場所 イオン相模原店、マックスバリュ小田原荻窪店および同店内ハックドラッグ小田

原荻窪店、淵野辺公園内「銀河アリーナ」 
 

５ 当初の事業目的又は目標 

神奈川県の「ヘルスケア・ニューフロンティア」政策に基づき「未病を治す」ことに繋がる神奈川県発の

「未病産業」の創出を目指す取組みとして、日常生活に密着したショッピングセンターやスーパーマーケ

ット、スポーツ関連施設において健康チェック、ウォーキングラリー、健康セミナーを実施し、参加する

に対する地域連携健康ポイントの可視化を行い、健康チェック、健康ポイント付与、効果検証のサイクル

による地域活性化モデル事業を行い、新たなビジネスモデルの構築を図る 
 

６ 事業の経過及び結果   

事業概要と経過：自己止血による健康ステーションでの健康チェックを行い、薬剤師や管理栄養士による

結果説明と健康相談を実施、同時に、ﾓｰﾙ、SCを活用した健康ウォークを実施。健康チェックや健康ウォ

ークで貯めた健康ポイントの交換とアンケートの実施 

結果：健康チェックには150名参加（目標値）その結果を受け35％が外来で受診し、４％が疾病発見 

17%がトクホ・サプリメントを購入。ウォーキングラリーには547名参加平均51タッチで運動促進 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

① 神奈川県民の「未病を治す」疾患の早期発見、健康意識の向上にできた 

② 「健康ポイント」の活用を中心とした未病を治すあらたなビジネスモデル構築の足掛かりができた 

―店頭での健康検査のターゲットを明確化 

―新たな「未病産業」創出の可能な領域の把握 
 

８ 事業化の見通し・課題 

「食」領域への展開など健康ポイントメニューの豊富化、検査に基づいて提案する健康改善メニューの豊

富化、がん、骨粗しょう症など検査メニューの豊富化により「未病を治す」取組としての県民の関心領域

を広げ意欲の向上につなげるとともに健康ROI視点から収益構造を検証し、地域活性化にも繋げる 
 

９ 今後の展開 

① 投薬情報などより幅広いPHRの一元化と見える化を図り、発症予防にとどまらず重篤化予防、介護予

防に資する仕組みとして展開する 

② 運用フローの簡易化、パターン化、システム化図り汎用性の高いモデル構築をめざし、地域との連携

による展開を図る 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 NECソリューションイノベータ株式会社 

２ 事業名 不眠への認知療法プログラムアプリによる睡眠習慣改善及び継続率調

査事業 

３ 実施期間 2015年2月10日～2015年3月20日 

４ 主な実施場所 居住地または勤務地が神奈川県の日中就労者 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

近年、特に先進国では睡眠に関する問題意識は高まっており、例えば日本では、睡眠に困ったことがあ

る人は約36%存在すると推定されている。ところが、睡眠の認定医療機関や認定医師は少なく、全ての睡

眠に問題を抱える人に対応できない。また、厚生労働省では、睡眠習慣の乱れは生活習慣病に繋がるとさ

れており、社会的な問題として深刻化している生活習慣病の予防という視点においても、睡眠習慣を改善

するセルフケアが必要と考えられる。 

不眠症治療では、薬に頼らない治療法が望まれており、「不眠のための認知行動療法(CBT-I)」が注目

されている。認知行動療法は、気づきにより認知を変えて気分を改善する認知療法と、日々の行動を変え

て習慣を改善する行動療法を合わせたカウンセリング手法の一つである。これを不眠症に適用したCBT-I

は、生活リズムを整える方法であるため、睡眠習慣も改善される。ただし、CBT-Iは4～12週間にわたっ

て睡眠の記録や睡眠によい行動を続けるプログラムであるため、継続が難しいという課題が指摘されてい

る。 

NECソリューションイノベータ株式会社は、睡眠習慣の改善を目的として、それまで培ってきた認知行

動療法のノウハウの応用し、専門家の協力を得て、CBT-Iで使用される記録票のICT化、及び模擬的に

CBT-I面談を行う対話的セルフケア・スマートフォンアプリを試作した。このアプリでは、4週間のCBT-

Iプログラムを採用している。ただし、アプリによる日本語CBT-Iの効果を示した事例はなく、効果の有

効性が不明である。また、臨床におけるCBT-Iでもプログラムの途中で課される毎日の宿題を実施し続け

ることが難しく、アプリ化によって実施が容易になるのか、あるいはより難しくなるのかも不明である。

このため、本事業は、下記の点を確認することを目的とした。 

① CBT-Iアプリの利用により睡眠習慣が改善すること 
② 専門家の支援ノウハウを適応することでプログラムの継続率が高くなること 
 

 

６ 事業の経過及び結果   

 本事業では、200名以上の参加者に対してCBT-Iアプリを実際に使用してもらう実験を実施した。有効

性は、睡眠効率の変化と、実験前後で実施した医学的証拠のある質問票によるアンケート結果の変化で検

証した。継続性は、実験の一定の段階における人数を確認し、継続率を算出して検証した。 

【実験の経過】 

 実験期間が短いため、参加登録後、順次、アプリ利用を開始する方式を採った。約2週間、募集を行

い、最終的に参加登録者は215名となった。ただし、アプリの利用は参加者の意思に委ねられており、実

際に利用を開始したのは153名であった。使用後アンケートは、途中で利用を諦めた群を含めて回答を依

頼し、計69名が回答した。 
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【実験の結果】 

 実施期間の都合上、4週間のCBT-Iプログラムを完遂できない参加者もいた。彼らには、3週間目終了

時点でアンケートに回答してもらい、途中経過のデータとして利用した。そのほか、実験は計画どおりに

完了した。 

 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

本事業では、アプリによるCBT-Iプログラムの有効性を示唆するデータが得られた。また、継続性に関

して、現状における実際の脱落率と、新しい知見を得ることができた。これらは、今後の製品化において

有用な情報となると期待される。 

【有効性の示唆】 

・CBT-Iプログラムの実施による睡眠効率の向上が見られた。 

・途中で利用を諦めた群よりも、CBT-Iプログラムを完遂した群の方が不眠重症度の改善が大きかった。 

【継続性の知見】 

・継続促進機能は、全体的には有効ではないと分かった。 

・ただし、不眠重症度別に見ると、「問題なし」の群には逆効果だが、「軽度」の群に有効と分かった。 

 

なお、不眠重症度が「軽度」の層は、医療機関での治療を必要としないが弱い不眠傾向にある層であり、

睡眠習慣が乱れ始めている層と考えられる。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

 本事業は、研究段階であり、事業化のためにビジネススキームの確立を急がなければならない。現在、

ビジネスモデルの検討を行っているが、スキームはまだ決定していない。今回、利用したCBT-Iアプリは

研究試作品であるため、製品化を行う必要がある。また、不眠重症度「軽度」の層は、睡眠にあまり問題

を感じておらず、睡眠にそれほど関心がない層と考えられる。このような、無関心層にどのようにアプロ

ーチすればよいかも課題となる。 
 

９ 今後の展開 

 事業検討と同時並行に、効果に対するエビデンスを実験によって得る必要がある。今回の検証実験は、

傾向を見極めるための規模で実施されており、①統計的な有意差を得るには母数が少ない、②効果の持続

性の検証を行っていない、③倫理審査を通していないなどの問題が含まれる。そのため、さらに大規模な

実証実験を行う必要があるが、実験場所の確保が今後の大きな課題となってくる。 

 上記の実験によって研究が完了すると、有効性や継続性、持続性を持つアプリベースCBT-Iプログラム

を獲得する。研究によって得られた知見を製品に導入することで、効果の保証された手法による睡眠習慣

改善事業を創出したいと考えている。 
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不眠への認知療法プログラムアプリによる
睡眠習慣改善及び継続率調査事業

睡眠習慣改善アプリ（試作品）の紹介資料

NECソリューションイノベータ株式会社

平成26年度 未病産業の創出に係るモデル事業

Page 2 © NEC Solution Innovators Ltd. 2015

睡眠習慣改善アプリ「睡眠道場」（試作品）

不眠のための認知⾏動療法を睡眠習慣改善に応⽤したアプリ

■不眠のための認知行動療法とは？

認知行動療法とは、気付きにより認知を変えて気分を改善する認知
療法と、日々の活動を規則正しくし行動を変えて習慣を改善する行動
療法を合わせたカウンセリング手法のことです。
認知行動療法は、うつや不安に対して多く活用されていますが、一部
の不眠症でも改善効果が認められています。

■不眠のための認知行動療法の効果は？

不眠にための認知行動療法（CBT-I）は、医師や療法士が適用が有
効と判断した不眠症（精神生理性不眠症）患者において約70%という高
い寛解率をほこり、業界でも注目されています。また、効果の持続性
が高く、睡眠導入剤の利用を減らす効果（減薬効果）が認められてい
ます。

■不眠のための認知行動療法で行うこと

対面によるカウンセリングの場合、毎日の睡眠時間を日々記録しな
がら、定期的に医師や療法士との面談を行っていきます。面談では、
睡眠に関する正しい知識を得るための教育が行われ、さらに睡眠に
良いとされる行動を課題として設定します。この課題を日々実践し、習
慣を改善することで、 不眠を解消していきます。
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Page 3 © NEC Solution Innovators Ltd. 2015

睡眠習慣改善アプリ「睡眠道場」（試作品）

面倒な毎日の記録作業をカンタン化！疑似カウンセリングを体験！

■面倒な睡眠日誌（睡眠時刻の記録）の入力を簡易化！

対面のカウンセリングでは、睡眠時刻を専用の用紙に記録していきま
す。『睡眠道場』を利用すれば、スマートフォンでタッチ入力でき、どこに
何をかけばいいのか分からない、といったことがありません。

紙面の睡眠日誌 睡眠道場

■簡易的カウンセリングが体験できます

「実際にクリニックへ行くのはちょっと…」、「誰かに相談するほどでも
ないかしら…」という場合、睡眠道場の師範とのトレーニングがカウンセ
リングの代わりになります。睡眠道場は、睡眠総合ケアクリニック代々
木の岡島先生との共同研究のもと、実際のカウンセリングのノウハウを
参考に開発されました。対話的なユーザーインターフェースにより、ひと
りでも、カウンセラーに相談しているかのような体験ができます。

私と一緒に睡眠を
良くしよう！

イサ師範

Page 4 © NEC Solution Innovators Ltd. 2015

睡眠習慣改善アプリ「睡眠道場」（試作品）

あなたの睡眠習慣の改善をさまざまな機能でサポート！

■あなたの睡眠を分析！解説！

1週間毎に睡眠日誌（睡眠の記録）を振り返り、
師範があなたの睡眠を分析、気づきが得られる
よう、認知療法的に解説してくれます。

■あなたに適切な課題を設定！

あなたの睡眠日誌（睡眠の記録）を分析し、あ
なたにとって適切なトレーニング（行動の変更）や、
適切な睡眠時間を師範が提案してくれます。

■あなたに睡眠の専門知識を伝授！

1週間ごとに、不眠のための認知行動療法について、
師範が専門知識を教えてくれます。睡眠の正しい知識
を得て、効果的に睡眠を改善しましょう！

■適切な時刻にあなたにお知らせ！

睡眠の記録やトレーニングの時刻を忘れていて
も大丈夫！アプリが適切な時刻にアラームを鳴ら
し、あなたにお知らせします。

■師範が睡眠豆知識を教えてくれる！

トレーニングを開始すると、トレーニング内容に沿って、
睡眠に関する豆知識を師範が教えてくれます。睡眠時
間は8時間必要なのか？ダイエットと睡眠の関係は？部
屋の明かりは暗い方がいい！？など、知っていると
ちょっとお得な豆知識が満載！

Android スマートフォン

対応画面サイズ Quator HD, HD, Full HD

対応OS Android OS 4.0以上

■動作環境
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社カーブスジャパン 

２ 事業名 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑに係るME-BYO 診断及びME-BYO 普及促進事業 

３ 実施期間 平成27年1月15日～3月20日 

４ 主な実施場所 1) カーブスあしがらモール 

2) カーブス井細田 

3) カーブス小田原シティモール 

4) カーブス小田原栄町 

5) カーブス栢山 

6) カーブス大雄山 
 

５ 当初の事業目的又は目標 

（１） 県西地域におけるME-BYO診断の実施 

県西地域のカーブス店舗等１０箇所以上で、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑに係るME-BYO 

診断を実施する。 

（２） ME-BYO普及促進事業 

ME-BYO診断を受診した者に対し、｢ME-BYO｣の考え方を示した冊子を配布し、｢ME-BYO｣の普及

を図る。 
 

６ 事業の経過及び結果   

（１）実施回数 

   今回は、県西地域カーブス６店舗でそれぞれ2月2日～2月7日の6回（箇所）ずつ実施。 

合計では、6店舗×6回（箇所）の計36回（箇所）ＭＥ-ＢＹＯ診断を実施。   

（２）参加人数 

   36回（箇所）開催の合計で、1,883名の参加があった。詳細は以下の通り。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

（１）参加者の概要、診断結果は以下の通り。 

  

   

  

 

 
 

実  施  場  所 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 合計

1) カーブスあしがらモール 93 79 57 23 17 17 286

2) カーブス井細田 96 91 77 34 25 7 330
3) カーブス小田原シティモール 93 73 67 31 31 12 307
4) カーブス小田原栄町 74 68 65 34 38 23 302
5) カーブス栢山 104 70 68 47 47 18 354
6) カーブス大雄山 77 77 58 29 50 13 304

合　　計 537 458 392 198 208 90 1,883

実年齢 体力年齢

測定結果 62.7 60.6
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８ 事業化の見通し・課題 

1) 今回の実施において、体力年齢という指標を用いて自分自身の体力を可視化し、且つ年齢という尺度

にすることにより、実年齢と比較することで自身の体力を評価し、見つめなおし危機感を持つことで、

行動変容を促すひとつのきっかけづくりとする事が出来た。 

2) 体験した方の声を聞くと、「現状がわかり、危機感をもったが何をすればいいかわからない」といっ

た声も多く、診断とともにその後の体力作りに関しての情報提供が欠かせない。 

3) 診断後にまた診断をしたいというのは、診断と診断の間で数値が変わるであろう行動（運動など）を

実施した者に限られる。今後は、たとえ運動などの行動を変えていなくても、定期的に自身の体力を知

り、危機感をもってもらうといった継続的な取り組みにする事が課題である。 
 

９ 今後の展開 

神奈川県認証施設である未病センターにおいても本診断を実施し、多くの県民の皆様にご自身の体力につ

いて考える機会を提供し、危機感を持って頂いたうえでの運動プログラムや栄養に関しての情報提供をす

ることで、健康活動を始める動機づけを継続していく。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社 神奈川県農協茶業センター 

２ 事業名 県西地域における「ME-BYO」ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ茶の新規開発事業業務委託 

３ 実施期間 平成26年12月8日～平成27年3月31日 

４ 主な実施場所 株式会社 神奈川県農協茶業センター 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

神奈川県は、「先端医療・最新技術の追求」と「未病を治す」という２つのアプローチを融合することに

より「ﾍﾙｽｹｱ・ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱ」政策を推進している。 

 このうち、特定の疾病予防・診断に止まらず、心身全体をより健康な状態に近づける「未病を治す」こ

とに繋がるこれまでにない商品・サービス等を生み出す新たな産業を、神奈川発の「未病産業」として定

義づけ、様々な業種・業態の企業の参入を促進させることで、産業の創出を目指している。 

 その中の取組として、県産緑茶（足柄茶）、県産ギャバ茶、県産穀類の「オール神奈川県産原料」を使

用した、健康増進の機能を有する茶系飲料の新規開発事業を行なう。 
 

６ 事業の経過及び結果   

1. 候補原料の選抜 

2. 選抜原料のブレンド検討 

3. ブレンド検討会の実施 

4. 生産実機による試作の実施 

5. 嗜好性モニタリングアンケートの実施 

6. 嗜好性モニタリングアンケート結果等をもとにした今後の課題検討 

7. 試作品成分分析試験の実施 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

県内産原料を使用した飲料について、使用可能な（供給可能な原料や茶類とのブレンドに適した）原料の

特定並びに県内産原料を使用した飲料に高い消費者ニーズある事が調査の結果判明した。 

また、γ-アミノ酪酸等の健康増進機能に貢献する事が見込まれる成分について、今回の成分分析の結果

からは定量下限値に届かず断定することは出来なかったが、商品化を進める際の基礎となる考え方を得る

ことができた。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

嗜好性モニタリングでは『県産原料のみを使用した飲料』に高い関心があることが判明し、現在取り組ん

でいる方向は消費者の要望する方向であることが確認された。 

また、試作２品に対する評価も当初予測ではGABA茶の占有率が高い配合をしたサンプルＡにおいて、特

有の苦みによるマイナス評価が出るのではと推測していたが、飲みやすいタイプのサンプルBとの嗜好差

は殆ど無く、Aについては商品パッケージに有効成分である『GABA（γ-アミノ酪酸）成分◯◯ｍｇ含

有』と謳えるであろうことなどを考えると、ME-BYOブランド茶として適しているものと考える。 

その一方で、今後の課題として下記の２点が挙げられる 

①商品単価：神奈川県で生産される原料のみを使用する条件のもとでは、調達数量が少ないため、仕入単

価また加工コストが割高となり、原料単価を上昇させてしまう。 
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このため、商品希望小売価格も上昇してしまい商品力の低下が危惧される。 

②原料の安定供給：主原料となるGABA茶について、通常緑茶を製造する荒茶機械のみでは製造が出来

ず、赤外線ランプ設置の改造等が必要となるため、現時点では量産が難しい 

安定した需要が確保でき、量産体制に入れるかが最大の課題であると考えます。 

 

９ 今後の展開 

原料の安定供給（GABA茶の量産）をはかるため、県指導機関・県下茶生産農協・生産者との協議・検討

を進めるとともに、さらなる需要の模索を行い商品化に向けて取り組んでまいります。 
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平成 26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 
 

１ 企業名 医療法人金沢内科クリニック 

２ 事業名 睡眠時における音声の解析による病態分析研究及び技術開発支援事業 

３ 実施期間 平成 26年 12月 10日～平成 27年 3月 20日 

４ 主な実施場所 医療法人金沢内科クリニックみなとみらいクリニック及び PST株式会社本社 

 
５ 当初の事業目的又は目標 

神奈川県は、「最先端医療・最新技術の追求」と「未病を治す」という２つのアプローチを融合すること

により、新たな産業の創出と健康寿命の延伸を目指す「ヘルスケア・ニューフロンティア」を推進してい

る。  

このうち、特定の疾患の予防・診断に止まらず、心身全体をより健康な状態に近づける「未病を治す」こ

とに繋がるこれまでにない商品・サービス等を生み出す新たな産業を、神奈川発の「未病産業」として定

義づけ、様々な業種・業態の企業の参入を促進させることで、産業の創出を目指している。 

その中の取組みとして、現在推定患者 600万人と言われている睡眠時無呼吸症候群の患者を対象に、睡眠

時における音声（いびき）を取得・解析することで、これまでの検査・計測方法の更なる簡略化や患者負

担の軽減を目指すとともに、患者に向けた新たな商品・サービスの実用化に繋がる技術開発に向けた支援

を行う。併せて、音声と特定の病態（三大成人病等）との相関関係について解析を行うことで、病態の捕

捉を、音声からアプローチする音声病態分析技術を実用化に向けた実証研究をすることで、様々な商品・

サービスに対して応用が期待される技術開発に向けた支援を行う。 
 

６ 事業の経過及び結果   

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は潜在的な患者数が多く、それによる合併症の併発率の高さなどによる社会的

コスト・リスクも決して小さくはない。一方で、SASの診断に必要な睡眠時ポリグラフ検査(PSG)には多

数のセンサを装着して睡眠する 1泊の入院が必要であるため、これが可能である病院の数は十分ではな

い。このため、現状において SAS患者の発見とその対処が十分になされているとは言い難い。 

このような状況に対処すべく、モデル事業の開始前から、金沢内科クリニックでは、PST株式会社(以

下、PST)との間で音響信号情報を活用した睡眠障害の検査手法について検討しており、睡眠時の呼吸音

(いびき・気流音、以下単に音声とする)を解析することで SASの診断を容易にする支援技術研究の準備を

進めていた。 

まず、PSGと音声の同時測定による技術的な問題について確認試験を行ったところ、交流障害の問題が見

られた。これに対しては、音声録音用の追加マイクにノイズ対策を施すことで解決した。 

この結果を受け、モデル事業として同意の得られた一般の PSG受診者 9名を対象に検査と同時に音声を録

音し、その音声を解析することとした。本事業では音声の解析対象をいびきに限定し、PSTが通常の覚醒

時音声を解析するアルゴリズムで処理して五つの特徴量を導出した。いびきについては、PSGで無呼吸と

判断された時間帯、低呼吸と判断された時間帯、低呼吸・無呼吸区間の前後(本事業では平常時とみなす)

で分類した。これらの音声データから得られる特徴量を比較するために、全被験者のデータをまとめた統

計処理(t検定・一元配置分散分析)を行ったところ、五つの特徴量全てで平常時・低呼吸・無呼吸のグル

ープ間に統計上有意な差異が見られることを見出した。 

各被験者で SASの重症度、すなわち低呼吸・無呼吸イベントの発生頻度が異なり、低呼吸・無呼吸時のい

びきが十分な回数得られなかった被験者もいるため全被験者について同様解析が行えたわけではないが、

十分な数のいびき音声が得られた被験者については、被験者内においても同等の統計処理を行い、全体の

傾向に近い傾向を見出した。 
 
７ 事業を実施したことによる成果・効果 

PSGで診断される睡眠中の低呼吸・無呼吸イベント時に発生するいびきは、それ以外の通常呼吸時に発生

するいびきとその音声特徴量に差がある、すなわち測定可能な音質の違いがあることが判明したため、

PSGで必要とされる多数のセンサの一部をマイクで代替できる可能性があり、これを援用することで PSG

の簡素化が可能になる。 

また、音声は一般への普及率が高いスマートフォンやその他廉価な民生用機器で比較的容易に収集が可能

であるため、PSG検査入院の必要性を判断するための家庭内におけるスクリーニングツールへの応用が考

えられる。 
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８ 事業化の見通し・課題 

本事業は小規模なパイロット試験としての性格が強く、被験者数が少ないことから、いびきの音質に影響

を及ぼしうる個人差を十分に網羅できていない可能性があり、そういった個人差の排除について今後更な

る検討を行う必要がある。 

また、音質特徴について、無呼吸・低呼吸イベントに対して、より感度・特異度が高い特徴量を導出する

必要がある。そのためには、追加の試験と更なる研究・開発が必要になると考えられ、事業化には時間を

要する。 

また、本事業では PSGから得られるデータについて、最終的な診断指標である低呼吸・無呼吸イベントの

発生時刻情報のみを利用したが、それ以外の生体情報で比較的収集の容易なものとの組み合わせによっ

て、低呼吸・無呼吸イベントの検出精度を上げる可能性が考えられる。 
 
９ 今後の展開 

本事業で得られた成果を元に、前述の課題について検討を行い、睡眠時音声によって SAS診断を補助する

システムや、家庭内でのスクリーニングシステムの実用化を目指す方針と合わせて、PSTで研究・開発が

進められている、覚醒時の通常音声から利用者の総合的な体調(元気さ)を測定するシステムを利用し、

SASの重症度や治療の有無に影響される睡眠の質と元気さの関連を調べる研究を進める予定である。 
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ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱで案

内をもらったの

で

62%お得に利用で

きる期間だった

ので

16%

体質改善をした

かったので

11%

運動を始めた

かったので

9%

その他

2%

Ｎ＝４４ スポーツクラブ利用のきっかけは？

なる

15%

お得だったらな

る

51%

体質が改善す

るならなる

34%

ならない

0%

Ｎ＝４１ ドラッグストアでの運動推奨は運動実施の

動機づけになったか？

平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社 コナミスポーツ＆ライフ 

２ 事業名 簡易血液検査受診者に対する運動指導の効果検証等事業 

３ 実施期間 平成27年2月27日～平成27年3月20日 

４ 主な実施場所 青葉地区、相模大野、海老名のコナミスポーツクラブと近隣ドラッグストア 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

事業目的：ドラッグストアでの簡易血液検査サービスとスポーツクラブでの運動指導を組み合わせること

で、簡易血液検査サービス利用者に検査後の具体的なソリューションを提供し、サービス全体

の価値向上、顧客満足度と未病産業拡大につなげる。 

具体的な取組：ドラッグストアで簡易血液検査を受診した利用者のうち、検査結果が良好でなかった方な

どにスポーツクラブでの運動をドラッグストアの薬剤師が推奨する。また、スポーツクラ

ブ利用者にもドラッグストアでの簡易血液検査を推奨する。 

目標：①ドラッグストアでの簡易検査終了後スポーツクラブを利用する方 ４０名以上 

②スポーツクラブ利用者でドラッグストアでの簡易検査を受ける方 ２０名以上 

【期待される連携効果】           【スポーツクラブとドラッグストアの送客モデル図】 

 

 

 

 

                         

 

６ 事業の経過及び結果   

約３週間の期間中、ドラッグストアでの簡易検査終了後スポーツクラブを利用した方は４５名、スポーツ

クラブ利用者でドラッグストアでの簡易検査を受けた方は２８名となった。 

 

○ドラッグストアで簡易検査を受けた後、スポーツクラブを利用した方のアンケート結果 

・スポーツクラブ利用のきっかけは、「ドラッグストアでの案内を見

た」（62％）、「スポーツクラブをお得に利用できる期間だった」

（16％）、「体質改善をしたかった」（11％）、「運動を始めたか

った」（9％）の順となった。年代があがるほど「体質改善をした

かった」という回答割合が多く、健康増進に対するニーズが高いこ

とが伺われた。 

・ドラッグストアでの運動推奨の動機づけ効果については、全体で

は、「金額的なメリットがありお得だったらなる」（51％）が過半

数をしめたが、若い世代は「金額的なメリット」を上げる割合がと

ても多く、一方で、年代があがると「体質改善するならなる」の割

合が多く、年代別の回答傾向が大きく異なった。一方、「動機づけ

にならない」という回答はなく、全員が動機づけ効果を認める回答 

であった。 
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はい
21%

いいえ
79%

Ｎ＝１４ ドラッグストアで簡易血液検査を受けられ

ることをご存じでしたか？

検査に関心が

あったので

23% 定期的にうけ

ているので

3%

運動効果を確

認したかった

ので

3%

結果の説明を

受けたかった

ので

17%

安価に受診が

できたので

27%

身近な所で受

診できたので

27%

Ｎ＝３０ 受診しようと思った理由は？

 

○スポーツクラブ利用者でドラッグストアでの簡易検査を受けた方のアンケート結果 

・ドラッグストアで簡易血液検査を受けられることについての認知度は低く、79％が認知していなかっ

た。特に若い世代は相対的に認知度が低かった。 

・簡易検査の受診理由は、

「安価に受診ができた」

「身近な所で受診でき

た」が各々27％と多かっ

た。次いで、「検査に関

心があった」（23％）が

多かった。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

 「ドラッグストア利用者のスポーツクラブ新規利用45名」「スポーツクラブ利用者のドラッグストア

簡易検査受診28名」の利用を得ることができ、本サービスに対するニーズを確認することができた。 

 「ドラッグストアでの運動推奨は運動実施の動機づけになるか」という設問に対して、全員が「動機づ

けになる」との回答であり、ドラッグストアにてスポーツクラブ利用を促すという連携モデルの動機づ

け効果が確認できた。 

 スポーツクラブ利用者にドラッグストアでの簡易検査を推奨したところ、ドラッグストアで簡易血液検

査を受けられることを79％が認知していなかったが、「検査に関心があった」「身近な所で受診でき

た」「結果の説明を受けたかった」ために簡易検査を受けたと回答する人が多く、ドラッグストアでの

簡易血液検査に対するニーズが確認できた。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

本事業は、ドラッグストアでの簡易血液検査サービスとスポーツクラブの既存の運動指導サービスを組み

合わせることで互いのサービスの魅力を高め、双方の利用者数増加を目指している。既存サービスをつな

ぐモデルであるため、ドラッグストア、スポーツクラブともに大きな投資は不要である。既存のサービス

の組み合わせであるためドラッグストアでの説明量が多くなるという課題が今回明らかになった。今後、

本連携サービスを「セット商品」のような形のパッケージにし、ドラッグストアの薬剤師が案内しやすい

形にしたうえで、事業拡大をはかっていきたいと考えている。 
 

９ 今後の展開 

今回のモデル事業を通じて、ドラッグストアとスポーツクラブの連携モデルを検証し、連携効果を確認す

ることができた。今後もこの連携モデルをブラッシュアップし、拡大していきたい。 

 

（複数回答あり） 

20



平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社ＪＴＢコーポレートセールス 

２ 事業名 「ME-BYOツーリズム」の確立に向けた未病ケアシステム開発、 

未病ツアーコンシェルジュの養成事業業務委託」 

３ 実施期間 2015年1月24日～3月16日 

４ 主な実施場所 東京都内にて検討会開催 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

 ウォーキング等の「運動」や医食農同源メニュー等の「栄養」、温泉や森林セラピー等の「休養」

を取り入れた「未病を治す」ための新しい商品・サービス（ＭＥ-ＢＹＯツーリズム）の開発を行う。 

（１）「未病を治す宿（仮称）」のコンセプト策定 

 ＭＥ-ＢＹＯツーリズム確立のために、学術機関や熊野古道（和歌山県）、上山市（山形県）、天

草市（熊本県）などのヘルスツーリズム先進地域の知見を参考にし、「未病を治す宿」（仮称・地域

の健康素材や人材を活用し、楽しみながら行動変容を促す仕組み。健康教育的効果を生み出す宿泊施

設と定義）の開発に向けた検討を行う。 

（２）未病コンシェルジュ（仮称）養成カリキュラム策定 

未病コンシェルジュ養成に向けた検討を行う。 
 

６ 事業の経過及び結果   

ＪＴＢビル及び東海大学代々木キャンパス会議室にて３回の検討会を実施した。 

【検討会日程】 

第1回：2015年1月24日（土）10：00～11：30  於 ＪＴＢビル 

第2回：2015年2月24日（火）14：00～16：00  於 東海大学代々木キャンパス 

第3回：2015年3月10日（火）13：30～15：15  於 ＪＴＢビル 

【検討委員】 

松本亮三先生（東海大学 観光学部長 観光学科 教授） 

岩渕航介先生（ホリスティッククラブ Enoshimaメディカルセラピー＆スパ部門 マネージャー） 

萩裕美子先生（東海大学 体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科 教授） 

宗形佳織先生（慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席研究員） 

【第１回検討事項】 

本事業の目的『「未病を治す」ための新しい商品・サービス（ＭＥ-ＢＹＯツーリズム）の開発』を確認し、前

段として事務局よりヘルスツーリズムの現状が説明された。未病チェックシートの内容、県西地域での取り組

みが紹介された後、「未病を治す宿」（仮称）の仮説に基づき意見交換を行った。 

【第2回検討事項】 

未病を治す宿での具体的なプログラムや実施事項、未病を治す上での要件について検討した。 

【第3回検討事項】 

未病を治す宿から「未病いやしの宿」、未病コンシェルジュは「神奈川県（県西）未病・観光コンシェル

ジュとして、人材育成プログラムを決定した。 
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７ 事業を実施したことによる成果・効果 

以下の内容を検討し、成果として明記する。 

「未病を治す宿（仮称）」（検討後「未病いやしの宿」）のコンセプト策定 

①タイトル（名称）について：タイトルは、既に神奈川県西地域にて登録の進んでいる「未病いやし

の里の駅」の名称に合わせ「未病いやしの宿」とする。 

②「未病いやしの宿」コンセプト 

 神奈川県の観光資源や健康素材を活かしてストーリー性を持たせ、未病・観光コンシェルジュが 

適切にアドバイスすることで、楽しみながら行動変容を促すしくみをつくる。首都圏から近距離にあ

ることを活用し、定期的（季節毎等）に繰り返し「未病いやしの宿」への来訪を習慣化する。 

一定期間を経て元気の自覚や、身体的な測定値の変化が得られるようにする。 

③漢方医学と西洋の指標の融合 

未病チェックシートと西洋の指標の折り合いのつけ方は、漢方医学に基づく証の考え方をベースに 

保健学に基づく運動理論、栄養理論、癒し理論を組み合わせる。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

①人材育成は急務 

 「未病いやしの里の駅」に登録する施設数は増えているが、本格的な健康増進プログラムを提供し

ている施設はまだ少ない。「未病を治す」取り組み推進のためには、プログラムを企画・運営する

人材の育成が急務であると考える。本事業において策定したカリキュラムに沿って人材育成を行

い、段階を踏んで継続してレベルアップを図る必要がある。 

 ②宿泊施設・温浴施設における啓蒙活動 

 旅先において「食（栄養）」と「休養」を提供する宿泊施設、温浴施設なしにはこの事業は成り 

立たない。各地域の温泉組合や観光協会、自治体において本事業の理解促進を図るとともに、施

設向けのセミナーや説明会を開催し、本事業に興味を持って「神奈川県（県西）未病・観光コン

シェルジュ」養成講座の受講者を増やすことが必要である。 

 ③他産業、各種資格保持者との連携強化 

 楽しいプログラムのために農業・林業・漁業をはじめとした各産業と連携し、各種体験をプログラ

ムに組み込みたいと考える（例：ウォーキング途中に果物狩りを行う、朝の地引網に参加する

等）。 また、神奈川県内には、森林セラピスト、温泉入浴指導員、薬膳アドバイザーなどの資格

保持者が 多数存在する。そういった資格保持者に「神奈川県（県西）未病・観光コンシェルジ

ュ」養成講座を 受講してもらい、人資源に磨きをかけて本事業の良きパートナーになることを期

待する。 

④楽しさとゲーム性のプロモーション 

 検討委員からの指摘通り、スタンプラリーやポイント制度を活用した「楽しみながら続けられる」 

 「ゲーム性のある」仕組みづくりを本事業の推進に合わせて今後検討してゆきたい。 
 

９ 今後の展開 

未病産業の創出に係る諸事業は全国に先駆けた事例であり、海外大学との提携や未病産業研究会を通

じた企業や研究機関との連携も進んでいる。今後は、こういった連携を活用してより具体的な取組み

を行い、実際の体験者を増やすことによって受け入れ体制の整備をはかりたい。「未病いやしの宿」

の体験者と実践者を通じての情報発信が、真の事業推進とブランド化に寄与すると考える。 

 

「楽しんで（無理な「楽しんで（無理なく）、繰り返し、気が付いたら元気」 
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「未病いやしの宿」での流れ 

事前にあるいは宿に到着後、未病チェックシートにて自分の証を調べ、それに基づき「神奈川

県（県西）未病・観光コンシェルジュ」が、証

画像引用：※１、２：Illust AC  ※３：神奈川県ＨＰ

 

 

 

事前にあるいは宿に到着後、未病チェックシートにて自分の証を調べ、それに基づき「神奈川

県（県西）未病・観光コンシェルジュ」が、証に合った運動・栄養、休養のアドバイスを行う。

※３：神奈川県ＨＰ ※４．６：いらすとや ※５：イラストＫ

事前にあるいは宿に到着後、未病チェックシートにて自分の証を調べ、それに基づき「神奈川

に合った運動・栄養、休養のアドバイスを行う。 

 
イラストＫ ※７：（有）協和   
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※薬膳：日常食材をもちいた漢方理論に基づく薬膳

 

 

 

 

お客様の例として 

・30代女性 

・入社 15面目 
・ホスピタリティアップをしたい

・スポーツ好きなのでインストラクターの

 ようなことをしてみたいと思っていた

  

 

日常食材をもちいた漢方理論に基づく薬膳 

 

 
 
・60代男性 
・メタボが気になる 

・妻から歩け、と言われているが

 やり方がわからない

・歴史が好き。神奈川県は意外と来て

 
 
 

お迎えする宿の従業員の例として× 
 

・ホスピタリティアップをしたい 

・スポーツ好きなのでインストラクターの 

ことをしてみたいと思っていた 

 

・妻から歩け、と言われているが 

やり方がわからない 

・歴史が好き。神奈川県は意外と来ていない 

 

お迎えする宿の従業員の例として
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 シミックホールディングス株式会社 

２ 事業名 企業におけるストレスチェック方法及びストレス測定器ニーズ調査 

３ 実施期間 2015年2月16日 ～ 2015年3月20日 

４ 主な実施場所 神奈川県内の従業員50人以上の企業、事業所等50社以上 
 

５ 当初の事業目的又は目標 

2015年12月に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の企業においてストレス状況の把握が義務付けられることか

ら、疲労ストレスの「見える化」によるトータルストレスケアマネジメントシステム開発事業を検討した。そこでまずは、

神奈川県内の従業員50人以上の企業・事業所等50社以上について実施を予定しているストレスチェックの方法を調査する

とともにストレス測定器の導入及び活用に関するニーズ調査を行うこととした。 
 

６ 事業の経過及び結果   

神奈川県内の企業・事業所813社に郵送・Webによるアンケート調査を行い、従有効回収数率7.3％、従業員50人以上の企

業では59社から回答が得られた。ストレスチェック調査の義務化を知らなかった企業：8社(13.6％)、ストレスチェック

調査の期待する回収率70％未満の企業:15社(25％)、ストレスチェック調査の期待する正確性70％未満の企業:39社

(66％)、ストレスチェック調査の自記式と客観的測定システム両方を必要とする企業：40社(67.8％)であった。 

 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

企業におけるストレス調査の現状の取り組みを調査した結果、義務化をまだ知らない、知っていても具体的な実施方法は未

定である企業が多数存在している状況が明らかになった。また、自記式のストレス調査アンケートでは従業員からの回収

率、さらにはその記載内容の正確性はかなり低いと企業側でも認識しており、自記式アンケート以外の取り組み、すなわち

客観的な疲労ストレスの測定システムが必要であることが示唆された。また多くの企業で、疲労ストレスで悩む従業員に対

しては専門医・看護師によるフォローアップを希望する企業が多かった。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

自記式のアンケート方式によるストレスチェックでは、真の疲労ストレスの従業員を発掘するには限界があり、実施側の企

業も問題点があることは十分認識している。よって、客観的な疲労ストレス測定を合わせて行い、従業員の抱える疲労スト

レスの状態を継時的に「見える化」していくことが、真の法改正の目的を達成しうる一つの具体策となると考える。しかし

ながら今回のアンケート調査ではあくまでも“客観的”に対する反応であり、機器のスペック、手技、コスト等の概要を説

明していないので今後具体的な内容を解説し広げていく必要がある。 
 

９ 今後の展開 

疲労ストレス測定の実施において、客観的な評価システムが必要と回答した企業33社に対し、本システムの概要を解説

し、疲労ストレスの「見える化」によるトータルストレスケアマネジメントシステムを提案、事業モデルのトライアルを行

っていく。またさらに神奈川県以外の企業に対しても調査し、より市場のニーズにマッチした事業モデルを構築していく。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 ソフトバンクモバイル株式会社 

２ 事業名 ｳｪｱﾗﾌﾞﾙ端末、通信、ﾃﾞｰﾀ解析、保健指導をｾｯﾄにした健康情報ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ試

作事業 

３ 実施期間 平成26年12月29日～平成27年3月20日 

４ 主な実施場所 神奈川県、東京都 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

生活習慣病予備軍に対してウェアラブルセンサーと体組成計による健康管理を実施して体重や体組成など

健康状態の把握を行なう。また有資格者による健康アドバイスの有無による参加者の運動継続モチベーシ

ョンの対比をして、継続する上でのインセンティブを測る。 

 

６ 事業の経過及び結果   

50名の被験者を集客する事が難しく、結果的には生活習慣病予備軍ではなく対象を健康な方にも広げる

必要があった。また実証期間が短く、実証実験における効果推移を見る事ができなかった。ウェアラブル

機器の操作は簡単であったが、初期設定の煩雑さを指摘する意見も多く、サポート体制やフォローアップ

についての課題が残った。 

 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

全参加者50名の中で半数の25名に対して、管理栄養士による健康アドバイスを提供したが、好評であり

継続測定へのモチベーションアップに繋がった。また、本実証事業を契機にして、継続的な運動や生活習

慣病対策の必要性を感じて頂いた対象者も多く見られた。 

 

８ 事業化の見通し・課題 

本実証事業をビジネスベースに乗せて弊社内でのプロダクト化に向けて検討するに当たっては、解決すべ

き課題が多数抽出された。 

 

① ウェアラブル機器の対象機種増加。 

② スマートフォンとのペアリング性能の向上 

②  スマートフォンに依存しない通信環境の構築 

③  体組成計の収集データを一元的に管理する手法の建付け 

⑤ 体組成計とウェアラブル端末のデータを紐付する環境実装 

⑥ 直感的なインターフェース、操作マニュアルの拡充 

⑦ 有資格者の養成と確保 

健康アドバイスにおいて、今回はセイコーエプソン社の管理栄養士のリソースに委託したが、今後サービ

ス化には、企業向けの保健指導経験に富んだ経験豊かな有資格者の確保が課題とも考えられる。 
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９ 今後の展開 

今後もウェアラブル機器における健康管理・未病分野のソリューション展開について、継続的に知見を積

み上げて行きたい。また、最終的には地域経済の発展や健康寿命の延伸にまで発展できるプラットフォー

ムを構想している。神奈川県発「ME-BYO」ブランドを推進する上で適切な協業体制を模索して行きたい。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要

１ 企業名 株式会社DeNA

２ 事業名 遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した一般成人の予防・未病に関する行動変容

についての実態調査

３ 実施期間 2015年2月

４ 主な実施場所 東急スポーツオアシス

５ 当初の事業目的又は目標 

DeNAライフサイエンスでは、2014

を開始した。本サービスを通じて、自分の体質や疾患のなりやすさの遺伝的傾向の情報を提供し、自ら主

体的に疾患予防行動を行うきっかけとしてもらうことを目指している。

一方で、遺伝子検査への認知・理解はまだ乏し

際に遺伝子検査が行動変容につながることを検証する

本事業では、すでにスポーツクラ

に、遺伝子検査による行動変容の実態を調査し、

病対策についての可能性を検討することを目的とした。

６ 事業の経過及び結果 

【調査方法】 

 東急スポーツオアシス港北店舗にて本事業の参加募集を行い、

参加同意の得られた既存会員21人を

た。サービスWebページにて遺伝子検査の

向、疾患予防アドバイスの提供を行った

覧後1週間が経過した時点で行った

参加者の半数以上はスポーツクラブ

回」以上が85％であった。また、遺伝子検査前

高く、運動習慣の身についている集団であ

 

【結果】 

遺伝子検査によって70％の人になんらかの

変容が認められた 

遺伝子検査後の調査において、20

上の健康に関する行動について、「まだ行っていない

が、これから行おうと思った」（意識変化）、

「検査後から行っている」（行動変化）

査結果閲覧から調査までの期間が1

め、行動変化まで至った人は少なかっ

人になんらかの意識・行動の変化が

に見ると、「リスクの高い病気への対処」

管理」26％、「過労に注意し、睡眠、休養を十分とるこ

年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要

 

DeNAライフサイエンス 

遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した一般成人の予防・未病に関する行動変容

についての実態調査 

月10日（火）～2015年3月20日（金） 

東急スポーツオアシス 神奈川県港北店/株式会社DeNA

 

 

2014年8月より一般向けに自宅でできる遺伝子検査サービス「

サービスを通じて、自分の体質や疾患のなりやすさの遺伝的傾向の情報を提供し、自ら主

体的に疾患予防行動を行うきっかけとしてもらうことを目指している。 

一方で、遺伝子検査への認知・理解はまだ乏しい。予防・未病の取組みとして広く活用する為には、

につながることを検証する必要がある。 

本事業では、すでにスポーツクラブに通う習慣のある、健康情報に対して敏感と思われる集団を対象

遺伝子検査による行動変容の実態を調査し、遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した新しい予防・未

検討することを目的とした。 
 

東急スポーツオアシス港北店舗にて本事業の参加募集を行い、調査の詳細と倫理的配慮を説明した後、

人を対象に遺伝子検査による意識・行動変容のアンケート

にて遺伝子検査の結果返却を行い、参加者に対して様々な疾患

提供を行った。自記式質問紙による調査は２回、遺伝子検査前と検査結果の閲

った。質問紙の回収率は100％であった。 

スポーツクラブの継続利用期間が「3年以上～」に該当し、利用頻度は「週に

遺伝子検査前の健康意識が高い人の割合は71％

高く、運動習慣の身についている集団であることがわかった。 

なんらかの意識・行動

20人中14人が1つ以

について、「まだ行っていない

（意識変化）、または

（行動変化）と回答した。検

1週間と短かったた

少なかったものの、70％の

が認められた。項目別

「リスクの高い病気への対処」31％、「体重

％、「過労に注意し、睡眠、休養を十分とるこ [図１]遺伝子検査による意識・行動

年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した一般成人の予防・未病に関する行動変容

DeNAライフサイエンス 

月より一般向けに自宅でできる遺伝子検査サービス「MYCODE」

サービスを通じて、自分の体質や疾患のなりやすさの遺伝的傾向の情報を提供し、自ら主

い。予防・未病の取組みとして広く活用する為には、実

ブに通う習慣のある、健康情報に対して敏感と思われる集団を対象

遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した新しい予防・未

調査の詳細と倫理的配慮を説明した後、

アンケート調査を行っ

様々な疾患・体質の遺伝的傾

調査は２回、遺伝子検査前と検査結果の閲

年以上～」に該当し、利用頻度は「週に2～3

％におよび、健康意識が

意識・行動変容（一部抜粋） 
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と」26％、「病院に行くこと」21％、「健康に関するサービスやアプリなどを使うこと」21％と続いた。

体重管理、食事、休養・睡眠といった一般的な生活習慣についても更に意識が高まっていることが分かっ

た（図1）。 

 

遺伝子検査が運動を見直すきっかけとなることが示唆された 

スポーツクラブの利用に関する設問でも、回答が得られた19人中16人に何らかの気づきや意識・行動

の変化がみられた。項目別に見ると、「スポーツクラブ/フィットネスクラブの利用頻度や利用時間を増

やそうと思う、または、増やした」32％、「運動の良さを改めて知った」26%、「運動を継続している自

分に自信がもてるようになった」26%、「以前よりも有酸素運動を取り入れようと思う、または、取り入

れた」26%と続いた。運動習慣の身についている集団でも、“遺伝的な傾向”という全く新しい情報を得

ることで、新たな側面から運動を見直すきっかけとなったことが考えられる。 

 

意識・行動変容した群では、検査前の健康意識が比較的低い傾向がみられた 

意識・行動変容した群としなかった群に分け、集団の特徴を分析した。その結果、意識・行動変容しな

かった群（6人）では、全員が検査前の健康意識が「とても高い」「高い」と回答したが、意識・行動変

容した群（13人）では、「どちらともいえない」23％、「低い」8％の人が存在した。健康意識の比較的

低い人が行動変容につながる傾向が認められた。また、行動変容した群では、しなかった群に比べて、遺

伝子検査に対して満足した割合が25％程度高く、検査への満足度がその後の行動変容に影響することが

示唆された。 

 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

運動習慣があり健康意識の高いスポーツクラブの既存会員でも、遺伝子検査を受けることで70％の人

になんらかの意識・行動変化が認められ、普段行っている運動についても、その意義を見直すきっかけと

なることやスポーツクラブの利用頻度の向上につながることの示唆が得られた。 

 

８ 事業化の見通し・課題 

集団の中でも健康意識の比較的低い人が行動変容につながる傾向が認められたことから、スポーツクラ

ブの新たな顧客を開拓する上で、遺伝子検査を組み入れた入会キャンペーンや、運動がまだ習慣化できて

いない入会直後の会員の継続率向上の取組みに利用できる可能性がある。その際、遺伝子検査費用の個人

負担に課題があると考えている。今回の実証事業の調査でも、参加者21人中5人が遺伝子検査の費用が

受診の障壁となることを指摘しており、負担軽減のしくみを検討する必要がある。 

 

９ 今後の展開 

 今回の実証事業から示唆の得られた、遺伝子検査＋スポーツクラブを活用した新しい予防・未病対策の

事業化について、より大きな集団での仮説の検証を検討していきたい。また、今回得られた示唆は、社会

保険制度における無関心層の行動変容、例えば、健診の未受診者の受診促進等、へも効果があるものと考

えられる。今後、神奈川県内の企業健保、協会けんぽ、国保等において、モデル事業を実施し、現行制度

の課題となっている上記のような無関心層の行動変容等の効果を検証することが、未病の実現に向けて非

常に有益であると考えられる。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 
 

１ 企業名 株式会社東急スポーツオアシシス 

２ 事業名 ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑやﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ改善のためのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発及び「ME-BYOｶｲｾﾞ

ﾝﾈｯﾄﾜｰｸ」の構築事業 

３ 実施期間 平成27年1月9日～平成27年3月5日 

４ 主な実施場所 東急スポーツオアシス 武蔵小杉店、港北店、戸塚店、横須賀店、本厚木店 

 
５ 当初の事業目的又は目標 

「未病」のうち、メタボリックシンドローム及びロコモティブシンドロームの改善を核とし、「運動」

「食」「社会参加」の要素を内包したトレーナーと参加者1対1によるプログラムを開発し、30人の参

加者を募り効果を実証すること。これらの実証結果を収集するとともに次年度以降の展開のため、「研究

会」参加の身体データ分析の企業や情報配信等行う企業と連携し、「ME-BYOカイゼンネットワーク」を

構築すること。  

 
６ 事業の経過及び結果   

トレーナーは17人の参加者に対し1ヶ月間で5回のカウンセリングセッションと4回のトレーニング

セッションを行った。セッション初回に体組成測定器により体重、体脂肪量、筋肉量、腹囲を測定、さら

に立ち上がりテスト及び主観的アンケートを実施し総合的に身体状況を測定した。 

その結果に基づき、大筋群を中心としたウェイトトレーニングをゆったりとした動作で行う方法により

運動指導した。また、並行して、参加者は食事記録を行い、トレーナーは記録に基づき来場毎に食事・栄

養指導を行った。 

またセッション毎に血圧、体重、体脂肪量、筋肉量のモニタリングを行い、最終セッションは初回同様

の測定、テスト、アンケートを行った。 

参加者は、スタッフやお客様同士の交流によるコミュニケーションづくりを推進し社会参加を促すため

に、期間中セッション以外の日においてもフィットネス施設の利用ができることとした。 

 

研究会参加各社との連携については、具体的連携構築に向けて身体データ分析や情報分野の企業と個別

にミーティングを進めている。 

 
 
７ 事業を実施したことによる成果・効果 

約1か月という短期間であったが、筋力トレーニング及び食事指導により下図のとおり、参加者平均で

体重1.3kg、体脂肪率1.2pt、腹囲2.1cmがそれぞれ減少し、全身筋肉量は0.3kg増加した。また、立ち

上りテストでは始動時座面高が平均5.3cm低下し脚力向上が認められた。 
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また、実施前後に実施したアンケートによると、プログラム実施前後の身体的有意的変化があったと8

割以上の参加者より回答された。また、精神的・気分的な有意な変化は5割以上の参加者に認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
８ 事業化の見通し・課題 

今回のプログラムは日ごろ運動や食事にあまり気をかけていない層にとって健康的なライフスタイルを

送るきっかけになったと考えられる。きっかけづくりに関しては技術の進歩により手軽に測定できるよう

になった血中成分や体外放出物質の測定などによる「からだの見える化」なども有効であろう。これらと

短期的成果が認識できる今回のプログラムを組み合わせ、成果を認識させることで健康的な生活を継続

し、最終的に習慣化される流れが作れるものと考える。 

 

 

 

 

 

産業として成長させるための課題として、運動と食事を適正に管理することが将来の疾病リスク低減に

つながるとの認知がまだ低く、今回のようなサービス・プログラムに対する対価支払いに抵抗があるもの

と考えられる。認知を向上させるための啓蒙活動や価値伝達のためのプロモーションを強化する必要があ

る。  
 
９ 今後の展開 

 プログラムの効果については一応の成果が実証された。これを一般の人々に広く普及させていくために

価格帯、サービス内容や実施方法・場所、プロモーション方法などにつき検討を進め、未病概念の普及並

びに人々の健康増進に努めたい。他社との連携については、弊社だけでは創出できない実現可能な新たな

モデルを早期に構築した上で、実証していきたい。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 東京海上日動火災保険株式会社 

２ 事業名 実用的な健康経営評価指標策定のための基礎調査 

３ 実施期間 平成27年２月17日から平成27年３月20日まで 

４ 主な実施場所 東京海上日動火災保険株式会社 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

「未病産業」という新たな産業の創出とそのビジネスモデルを育てる上では、健康経営評価指標作りな

ど、企業・健保組合等が新たに創出されたサービスに投資・活用しやすい環境整備が重要であると考えま

した。 

そこで本調査事業では、特に「健康経営」に着目し、実用的な健康経営評価指標の策定等を行うため

の基礎調査として、 

・労働生産性と相関関係にある従業員の健康行動の把握するための情報項目の調査 

・厚生労働省・経済産業省・企業などが策定している各種健康経営評価指標の情報整理 

などを行いました。 

 
 

６ 事業の経過及び結果   

 文献調査及びヒアリング調査に基づき行政、企業、団体等の各種取組状況の調査を行いました。 

国の動向として、厚生労働省では、安全衛生に関する優良企業の評価項目として「健康経営」の評価指

標を策定し認定を実施しています。 

また、経済産業省も、有識者による「基準検討委員会」を平成26年8月に設置し、健康経営の取組を

評価するための指標を策定し、平成27年10月に評価指標を踏まえた「健康投資ガイドブック」を企業経

営者向けに公表しています。 

 東京大学や海外等の研究機関では健康経営に関する先駆的な取組や研究がなされており、健康経営を社

会的な企業評価としての価値や、労働生産性と従業員等の健康行動の一定の相関関係が示されています。 

 さらに、健康経営に関する取組は、行政・公益機関、研究機関・団体、企業・医療機関等において具体

的に既に行われており、「啓発、認証（セルフチェック）、認証（インセンティブ）、評価」という４つ

に分類できる取組がなされていること等が分かりました。 

  
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

 上述のとおり、調査を行った結果、各種取組状況が整理できたとともに、企業が従業員の健康増進を重

要な経営課題と捉え従業員の健康に積極的に投資させるためには、投資コストと効果を定量的に測定する

指標（アウトカム評価）を策定し“可視化”することが大切であることがわかりました。 

また、現状で用いられている取組への評価は健康行動を促す啓発等（ストラクチャー評価）と成果に至

るまでの“過程”（プロセス評価）を評価するものは多くみられましたが、健康行動が生み出した効果

（アウトカム評価）測定に必要な具体的項目や手法が確立できていない状況が分かりました。 
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８ 事業化の見通し・課題 

今後の課題として、アウトカム評価を確立するために、測定に必要な具体的項目や手法について、さら

に学術的な調査研究が進むことが望ましいと思われます。 

一方、大学等研究機関だけでは、具体的な企業や健保が保有する検診データやレセプトなどの健康医療

情報の活用や、アウトカム評価のフィージビリティスタディには限界があると考えられます。 

 
 

９ 今後の展開 

学術的な調査研究の実用化に向けて、今後、企業や健保が保有する健康医療情報の活用やフィージビリ

ティスタディを積み重ね、検討する機会を創出するための大学等研究機関・医療機関・企業・健保・自治

体等が協力する枠組みが重要な役割を担うと考えます。 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社東芝 ヘルスケア社 

２ 事業名 多機能ウェアラブルデバイスを用いた定量データ活用による健康管理の有効性の

検証 

３ 実施期間 平成26年11月５日～平成27年３月31日 

４ 主な実施場所 株式会社東芝社内の事業場 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

 株式会社東芝が開発した多機能ウェアラブル生体センサ“Ｓｉｌｍｅｅ”は、健康管理、予防医療、介

護見守り、メンタルヘルスケアなど汎用的な用途に活用できる事を目指している。その汎用性を実現でき

ているのは、内部のソフトウェアの処理で心電位、脈波、皮膚温等のバイタル信号から、より高度なスト

レス状態や、睡眠状態などを推定できる点にある。しかし、事業として拡大していくには、医療機器認可

が必要であり、その為の有効性検証を定量的なデータに基づく形で実施し、早期の認可取得を目指す。 
 

６ 事業の経過及び結果   

 まずは、自社内での有効性検証データを蓄積すべく、社内事業場での“Ｓｉｌｍｅｅ”を用いた健康管

理の検討を実施した。医療職の方々とのディスカッションを行い、想定するユースケース毎にどのような

信頼性が求められるかを議論し、考察を整理した。 

 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

 従来の机上検討のみの議論から、トライアルで検討したデータを使った議論・考察を行う事で、ユーザ

にとり、提供サービスを継続したいと思うポイントが何であるか？ また、高い信頼性を確保するには、

ユースケースの環境下でどんな点に留意する必要があるかを具体的に確認する事が出来た。 

 

８ 事業化の見通し・課題 

 “あったら（も）良いね”（対価を支払っていただけるか不明）では無く、一定のコストを支払っても

欲しいとユーザが思ってもらえるメリットと、その際に必要となる信頼性を確保する事が課題。 

 

９ 今後の展開 

 ユーザが一定のコストを支払っても欲しいと思っていただけるユースケースを絞り込み、有効性の検証

を進める形で事業化の検討を進めたい。 
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平成 26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社 日立製作所 

２ 事業名 健診やレセプトデータなどのビッグデータの解析による、地域の実情に応じた 

最適な健康サービスの実証事業 

３ 実施期間 2014年 12月 1日～2015年 3月 20日 

４ 主な実施場所 神奈川県小田原市 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

小田原市をフィールドに、疾病間の状態および医療費の予測技術（病態遷移モデル）の活用による健診や

レセプトデータなどのビッグデータ解析を行う。同地域の健康状況の「見える化」を図ることによって、

地域の実態に応じた新たなビジネスモデルの構築を目指す。 

 

図 1 本実証事業の概要 
 

６ 事業の経過および結果   

（１）健診・レセプトデータの分析（地域保険者の約 8000件、職域保険者の約 1500件の集計） 

・居住地の観点では、高血圧・糖尿病・脂質異常リスクの分布に大きな特徴は見られなかった。 

・疾病の観点では、高血圧の受診勧奨域だが医療機関を受診していない割合が他の生活習慣病より高かった。 

（２）生活習慣アンケート結果（回答数：129人） 

・男性は汁・スープを飲み干す傾向や、塩分濃い目を好む方が多く見られた。 

・女性は間食（チョコレート菓子・果物など）を週５回以上食べる方が多く見られた。 

・健康増進に向けて今後利用したい制度やサービスとして、「自分にあった健康情報を提供して欲しい」 

という意見が最多だった（地域 54％、職域 32％）。 

（３）食事写真（回答数：49人） 

・全体傾向として、野菜摂取量が国の目標値を下回っていた。 

・60-69歳の群は、35-59歳の群と比べて、男女ともに品数が多く食事バランスが良い割合が高かった。 

・35-59歳の男性は、朝食の摂取が少ない傾向がみられた。 
 
 
 
 
 
 

国保・健保などの
保険者システム

健診・
問診

レセプト

回答者（事業参加者）に
インセンティブを提供

食事の写真送付
アンケート回答
（味付け、
運動習慣など）

①匿名分析データベース構築
個人単位の「健診、レセプト、
食事写真、アンケート」の
データベースを構築
「主な差異点の確認項目」
・年代別リスク者分布
・地域別リスク者分布
・疾病リスク別の食事傾向
・地域別食習慣の違い 等

②考察
専門技能者（管理栄養士等）
が実施

③適用技術
日立製作所が開発した
「病態遷移モデル」を活用

突合
分析

事業案内送付

突合分析を行い、
生活習慣病リスクの
高い方※をリスト化し
事業への参加勧奨を
送付する
・健診結果が不良の方
・関連疾病で治療中の方

また、比較対照群として、
健常者の方にも事業参加
の呼びかけを行う

※厚労省「標準的な健診・
保健指導に関するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」
を基に保険者と対象者抽出

食事写真・
アンケート

地域（小田原市国保健診受診者約8000名）、
職域（日立健保（小田原市在住） 約1500名）の
健診・レセプトデータを集計・分析し、リスト化

地域 600人、職域約250人に
参加案内を送付
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７ 事業を実施したことによる成果・効果 

・本調査結果を踏まえた未病産業の展開に向けた実現モデルの検討結果を図 2に示す。 

生活習慣アンケートにて、健康情報提供のニーズは高かったものの、地域保険者における健診受診率が２～３

割程度であることを考慮すると、“健康のみ”をキーワードとして未病産業を大きく活性化させることは難しいと想

定される。現実的なモデルとして、今後市町村が取り組む「データヘルス」を起点とし、健康以外の情報提供もあ

わせて行うことで、未病産業の製品・サービスを含めた周知・活用をめざす方式が望ましい。 

 

図 2 データヘルスの取り組みを起点とした未病産業の活性化（案） 

・地域保険者から、データヘルスを進めるにあたり、保健事業施策（例：高血圧者に対する個別の保健指

導）に取り組む目標を定量的に知りたいという課題があげられた。この課題の解決策として、長期的な

関連データの分析を行うことで、保健事業施策が目標とする改善効果および保健事業施策にかける妥当

な費用の指標を明確化する方式を検討した。 

・事業の展開モデルを図 3に示す。今回の取り組みは、【実施項目１】データ分析の一部である。 

 

図 3 未病産業の展開モデル（案） 
 

８ 事業化の見通し・課題 

・検討した事業モデルの実現には他の事業者との連携などの調整が必要となる。主な課題は、関係各者で

のデータの受渡し方法や内容の検討と、情報提供を通じた住民の未病産業への誘導などである。 
 

９ 今後の展開 

・事業モデル実現に向けた大規模な実証を検討する。試行を行う際に、県西地区の地域保険者間では高血

圧症関連疾患に類似の傾向が見られるため、近隣自治体や職域保険者と連携した実証が有効と考える。 

保険者
（市町村国保）

未病産業１
データ分析ベンダ

分析結果
・各種施策対象者
・費用対効果

巡回健診
簡易検査
サービス

未病産業３

自分にあった
情報提供
サービス

未病産業２

費用対効果・対象者に
応じた活用（委託）

高血圧などの
指導サービス

未病産業４

住民

更なる
未病産業の創出・活用

医
療
費
の
抑
制
効
果

食

運動 癒し

￥

￥ ￥ ￥

￥

データ分析によるエビデンスの明確化

情報の提供 ポピュレーションアプ
ローチ・未病産業

ハイリスク
アプローチ

健診データ

レセプト
データ

健診データ

レセプト
データ

健診データ

レセプト
データ

国保連合会 協会けんぽ 健保組合・共済組合

（住民への伝え方を工夫）
•Ｗｅｂ／メールマガジン
•特定健診案内に同封
• イベント・ブース

•ウォーキング
•健康イベント
•地域未病産業
（食事・運動・癒し）

• 特定保健指導
• 疾病管理（高血圧症）

例：食事写真を活用した個別
介入

•ハイリスクアプローチの効果確認
•検査結果に応じた
疾病リスク診断

【実施項目２】 情報伝達の工夫による住民の健康意識および未病産業の活性化
情報提供の工夫により、健診受診、ポピュレーションアプローチおよび未病産業、ハイリスクアプローチの参加率
の効果を検証

【実施項目１】 地域の保険者が連携したデータ分析によるエビデンスの明確化
神奈川県内の複数保険者の健診データ・レセプト・介護データを分析し、保険者が取り組む保
健事業の価値を定量化する。

【実施項目３】
高血圧症に有効な
保健指導

地域産業や
イベントの
情報

介護

•健康以外の情報を含
めて、セミオーダー
形式で提供
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平成 26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 株式会社ファンケルヘルスサイエンス 

２ 事業名 「かながわ健康増進プログラム」試作モデル開発事業 

３ 実施期間 平成 27年 1月 1日～平成 27年 3月 31日 

４ 主な実施場所 
ファンケルビル（神奈川県横浜市中区） 

（ファンケルヘルスサイエンスおよびファンケルグループ各社） 
 

５ 当初の事業目的又は目標 

・健康寿命の延伸や国民医療費の問題など、国と同様に神奈川県においても急務な課題となっている。 

・今回モデル事業として採用された「かながわ健康増進プログラム」をファンケルヘルスサイエンスの 

フィールド/商品/サービス/資産を活用して実行することで、神奈川県フィールドにおいて短期期間で実

績を作り、未病産業の先行モデル事業とする。 
 

６ 事業の経過及び結果   

ファンケルヘルスサイエンスおよびファンケルグループ各社の従業員 250名を対象に下記①～③を実施 

① 定期健康診断結果・生活習慣アンケートをもとに個別のプログラムメニュー作成（医師監修） 

② 健康カウンセラーとの面談にて個別プログラムメニューの説明および食生活／運動／サプリメントに 

関する専門的なアドバイスを行い、3ヶ月間の行動目標を設定しプログラムを実行 

③ 生活習慣アンケートによる意識改善・行動変容の把握、体組成値・活動量・血液等のバイタルデータ 

の変化把握 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

◎ 自分の健康状態や生活習慣（食生活／運動／禁煙など）に関して、意識や行動が著しく改善 

・自分の適正体重を認識し、維持しようとしている (実施前)40% → (実施後) 74%  +34ポイント改善 

・日常生活の中で体を動かそうとしている     (実施前)42% → (実施後) 73%  +31ポイント改善 

・健康作りのために栄養や食事について考える   (実施前)85% → (実施後) 91%  +6ポイント改善 

その他、栄養バランスの改善、飲酒頻度/間食回数/欠食の低減など意識改善・行動変容が見られた 

◎ 健康診断の再検査受診率の改善 ： 再検査受診率 100% 

◎ 体組成値・活動量・血液等のバイタルデータの改善（現在、詳細解析中） 
 

８ 事業化の見通し・課題 

・体組成値・活動量・血液等のバイタルデータ、医療費への効果を解析 

・ショートサイクル(平成 27年 1月～3月の 3ヶ月間)の実行・検証に引き続き、フルサイクル(平成 27 

年 1月～12月の 12ヶ月間)の実行・検証を行い、事業実施による更なる成果・効果を創出 
 

９ 今後の展開 

神奈川県をフィールドで開発された未病産業のモデル事業として、企業や自治体へ提案して、従業員・ 

住民の未病の見える化・健康増進活動を行い、生活習慣の改善による健康寿命の延伸、医療費の削減、 

企業におけるリスクマネージメント、従業員の生産性・創造性の向上などを実現する。 

※ 項目ごとの囲みの大きさは目安ですので、適宜、囲みの高さを上下させて裏表１枚に収めてください。 

※ 本様式以外に任意の資料を追加する場合は、Ａ４サイズ裏表１枚に内容をまとめて、添付してください。

（ただし、Word2007、Excel2007、PowerPoint2007、Adobe ReaderXI で読み込めるﾌｧｲﾙ形式に限る。） 
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リスク層

年間サイクル（ショートサイクル×4）
2015年1⽉〜2015年12月

定
期
健
康
診
断

健康層

ショートサイクル（3ヶ月）
2015年1⽉〜2015年3月

⼀⼈あたりの医療費の削減健診受診率の向上、健診結果の改善 健康日本21（第2次）推奨指標の達成

モデル事業「かながわ健康増進プログラム」の流れ

個人の生活習慣改善・体組成値改善・血液結果改善

個
別
ア
ド
バ
イ
ス

プログラムメニュー

+
専門家フォロー・継続支援・イベント

プログラムメニュー

+
専門家フォロー・継続支援・イベント

運動

禁煙

食生活

健康
チェック

（提携医療機関の医師によるプログラム全体監修）

©2015 FANCL HEALTH SCIENCE CORPORATION     All Rights Reserved.

モデル事業「かながわ健康増進プログラム」 実施内容紹介(一部)

食生活／運動／サプリメントの
専門的なアドバイスを受け、
対象者⾃⾝で⾏動⽬標を
設定しプログラムを実⾏

食生活／運動／サプリメントの
専門的なアドバイスを受け、
対象者⾃⾝で⾏動⽬標を
設定しプログラムを実⾏

健康カウンセラーとの面談

健康チェック 食生活 運動
社員食堂

『ファンケルキッチン』で
バランスの良い昼⾷

1日1杯の⻘汁

サプリメント／発芽米の摂取

ファンケルストレッチ

朝礼時に全員で
「ファンケルストレッチ*」
身体と頭がすっきりして
仕事の効率がUP!!

(＊運動カウンセラーが考案)

朝礼時に全員で
「ファンケルストレッチ*」
身体と頭がすっきりして
仕事の効率がUP!!

(＊運動カウンセラーが考案)
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 有限会社 碧山園 

２ 事業名 杜仲の栽培・加工によるビジネスモデル基本計画策定業務委託 

３ 実施期間 平成27年2月9日～3月20日 

４ 主な実施場所 神奈川県愛甲郡愛川町三増 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

有限会社碧山園は、遊休農地の活用と障害者、高齢者の福祉就労の創出及び高齢化時代の県民の健康長

寿と医療費削減に寄与することを目的に、環境配慮型循環農業の実施による杜仲栽培、加工、販売を、一

貫して行うソーシャルビジネスとして起業しました。 

「緑の杜仲茶」は愛川町の「平成15年度町民アイデアまちづくり事業」で採択された「ジィージ、バァー

バの杜仲茶栽培」からスタートし、「町民あげての愛いっぱいのボランティア事業」として遊休農地の造

成から杜仲畑の創成を開始したのです。 

また当初より神奈川県衛生研究所や富山大学と新たな地域イノベーションを創出するために研究連携を

組み開発を、行なってきました。さらに神奈川県産業技術センターの指導を頂き、神奈川県科学技術アカ

デミーの「杜仲葉を用いた高機能食品の研究開発」を受諾し、高成分の杜仲茶の加工試験を開始しまし

た。また神奈川県産業技術センターの独立行政法人科学技術振興機構（略称JST）の研究受諾により神奈川

県衛生研究所、富山大学と共に産学連携にて「杜仲緑色乾燥葉の安定生産及び高機能成分抽出技術の研

究」を行いエビデンスのしっかりした高機能な食品づくりを、行なってきました。 

今後は、消費者庁の「機能性食品表示」制度の法改正により「機能性食品の届出書」を提出して機能

性の表示を記載したメタボッリックシンドローム対応の「神奈川独自の杜仲茶」の創出を目

指します。またこの神奈川の杜仲茶を活用して、様々な業種や産業とも連携し経済の活性を強く促

進せるよう、あらゆる企業と連携を図り、「神奈川独自の杜仲茶を使用した神奈川モデル」を創出します

更にこれらを障害者、高齢者の就労の場にし「障害を武器にした高品質のものづくり」を展開します。 
 

６ 事業の経過及び結果   

神奈川県民の健康長寿と医療費の抑制に寄与する健康食品の創出を図るために、中国2千年の昔から５

大漢方薬の一つに称される杜仲を、環境配慮型循環農業で栽培し、また特許製法にて杜仲葉のアスペルロ

シドやゲニポシドサンなどのイリドイドやポリフェノールの有用成分の含有量の高い「抹茶仕立ての杜仲

茶」を、商品化しました。マイクロアレーを用いた試験で、機能性の有用成分を化学的に客観的に立証し

たエビデンスのしっかりした食品です。製法も５件の特許を取得しています。今後は、杜仲茶に更なる機

能性を付加することや、杜仲茶に不足しているとお客様が感じられている豊かな味・香りを付加する為に

地域高齢者の栽培する農産物を利用して、フレーバーティー・ブレンドティーの開発を促進します。ま

た、機能性の表示を得て神奈川の高機能食品としてブランド化し地域経済の活性化に貢献します。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

今回のモデル事業の採択により本事業の指針を明らかにしました。このことにより愛川町の行政にも各種

団体にも、事業が広く認知されることになりました。またそれにより愛川町の行政と緊密な関係が取れる

ようになりまた地域団体との連携体制が、取りやすくなり事業の進展に大きな弾みが得られました。 

【今後の事業進展により得られる効果】 
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●健康長寿に貢献する高機能食品「神奈川杜仲茶」の創出で、増大する医療費の抑制に寄与。 

●障害者、高齢者の就労拡大と安定。高齢者の収入の拡大。 

●地域高齢者の栽培する農産物利用による「神奈川県独自の杜仲茶」の創出・神奈川県の特産品の創出。 

●遊休農地の有効利用及び杜仲の栽培による二酸化炭素固定による地球温暖化阻止に寄与。 

●「神奈川県独自の杜仲茶」を利用した二次食品開発による地域経済の活性。 

●厚木市にも杜仲の畑を広げ「神奈川県独自の杜仲茶」を利用し各地の企業と様々に連携し、大山のフィ

ールドを活用した「各種健康産業を利用した観光地の創出」を計り、地域活性化に貢献。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

【事業化の見通し】 

平成２６年度の新規機械の導入により、「杜仲茶」は、栽培、加工、包装、販売まで総て一貫して行える

商品になりました。また２７年度に導入する予定の乾燥機械で、地域高齢者の農産物も総て余すことな

く、商品化出来る様になります。高齢者の収入は確実に拡大します。また、「機能性食品表示」制度の法

改正により、「コレステロール・血糖値・利尿・血流・血圧・中性脂肪」などの生活習慣病対応の表記を

多く記載できた機能性食品の誕生となります。また杜仲茶が確実に売れる様になれば、障害者高齢者の雇

用拡大に大きく舵をきれます。 

【課題】 

①「機能性食品表示」制度の法改正より、「届出書」を提出します。またその為に一部新たな農産物栄養

成分、機能性検査が必要になります。 

②神奈川県未病産業のＣＨＯ構想推進コンソーシアムに参加している会社に、杜仲茶を購入し社員の健康

増進に利用してもらえる会社を探すことが不可欠です。 

③栽培拡大に当たり、自走式草刈り機、自走式堆肥粉砕機の導入が必須。 
 

９ 今後の展開 

①機能性の表示の届書を記載、提出する。不足なデーターが有れば明らかにし再対応する。表示を得る。 

②神奈川県吉田島総合高校「草花部」との連携で、杜仲のバイオテクノロジーを使用した栽培試験と実生

による苗づくり。高校生指導による小学生参加の植樹祭を実施し杜仲の栽培を拡大する。 

③地域高齢者の栽培する農産物利用で機能性成分、味、香とも共に優位な「神奈川独自の杜仲茶」の開発 

④障害者の障害を武器にした「超高機能成分でさらに美しい緑になった杜仲茶」を、新たに発売する。 

⑤機能性の表示の届出をし、機能性の表示を得た杜仲茶の販売戦略を立て販売する。 

⑥杜仲茶を使用した２次食品や料理の開発で、地域の名物料理を創出する。 

⑦パワースポットである大山や周辺のフィールドを利用して、食、運動、温泉、健康をキーワードにした

ツーリズムなど取り入れた新しい観光地の創出を地域と共に行う。 

⑦神奈川県未病産業のＣＨＯ構想推進コンソーシアムに参加されている企業・団体等に普及する。 

⑧表示を得て三越本店等有名デパート・薬局や病院などの売店で販売する。 

【障害者雇用について】 

一人一人に与えられた環境の中で、また能力の中で、それぞれが精一杯に努力し向上しながら共に笑い、

悲しみ、喜びを分ち合える関係を、障害者雇用で皆一丸となり構築したいと考えています。なぜならば、

「生きる」ということは、国民総てが平等ですし、これからの日本において健常者の若者達も相当な努力

を求められるのですから。『共に手を携え、共に生きる』障害者が高齢化時代の地域活性化に貢献出来る

就労の有り方を目指し、障害者自らの大きな意識改革をも求めて障害者の雇用を促進して行きたいと思い

ます。 
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平成 26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 三菱化学株式会社 

２ 事業名 植物工場産野菜（ベビーリーフ）を活用した、未病をテーマとする都市型農業の

促進事業 

３ 実施期間 平成 27年 2月 23日～平成 27年 3月 20日 

４ 主な実施場所 三菱化学株式会社小田原地区 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

（１） 地域における工場見学及び試食会等の実施 

植物工場周辺住民及び関係市町村等を集めた工場見学及び試食会を実施する。 

工場見学及び試食会に加えてアンケート調査を実施し、「未病」概念の普及、植物工場ベビーリーフの認

知について、さらに効果的に取り進める方法を探る。 

（２） 販売展開の検討 

地域での消費及び県西地域の観光地での消費を図るため、関係者と検討を行う。 

地域で直接食品を提供する飲食店、小売店の担当者と面談し、「未病」を改善する栄養素を含む植物工場

ベビーリーフの販売について検討を行う。 
 

６ 事業の経過及び結果   

（１） 工場見学及び試食会並びにアンケート調査 

小田原市及びその周辺に在住する家族からモニタを募集し、応募者の中から 100家族を選定した。100家

族に植物工場ベビーリーフの試食会を実施し、アンケート用紙を配布した。また、三菱化学植物工場小田

原ラボラトリーセンターにおいて、ベビーリーフの製造過程、安全性等の見学会を実施した。 

（２） 県内飲食店及び小売店への調査 

県内飲食店、小売り店チェーンのうち、健康に対する関心が高く「未病」産業の創出にご協力いただけそ

うな数社を抽出し、担当者と面談を行った。 
 

７ 事業を実施したことによる成果・効果 

今回モデル事業により、植物工場ベビーリーフ末端消費者層、及び県内流通を担う方々の、「未病」への

理解、ニーズ、植物工場野菜の需要などを明確化した。また、同時に「未病」概念の普及、及び植物工場

ベビーリーフのマーケッティングを行った。この成果を有効に利用し、今後の植物工場野菜の商品開発、

市場開拓、ひいては「未病」産業の創出による県内の産業活性化、健康促進を進めていく。 
 

８ 事業化の見通し・課題 

試食会及びアンケートの結果を受け、当社では「未病」の概念を普及させるため、「ME-BYO®」ブランド

の植物工場ベビーリーフを県内販売チャネルを通じて提供していくビジネスを検討促進していく。 

生活習慣病の予防に効果のある野菜の摂取を促進し、「未病」の概念をより一層普及させるため、特に葉

物野菜を普段あまり食べていない消費者、子供が気軽に食べやすい形での植物工場ベビーリーフの提供方

法を検討していく。特にアンケート結果より明らかとなった、衛生面での安全性、肉料理によく合うとい

った特徴を生かし、苦みが少なく食べやすい植物工場ベビーリーフの提供を目指す。 
 

９ 今後の展開 
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上記の取り組みを進めることで、「ME-BYO®」植物工場ベビーリーフのブランドを確立する。神奈川県内

のスーパー、レストラン、さらに将来的には県西地域で設立が検討されている「未病癒しの里」で提供

し、県内の「未病」対策を通じた健康増進、また観光などを含めた県内、特に県西地域での産業振興に貢

献するビジネスを立ち上げていく。さらに、県外でも当社技術を駆使した植物工場を推進し、これを通じ

て神奈川県発の「未病」対策による健康増進と植物工場ビジネスを全国へと展開してく予定である。 

※ 項目ごとの囲みの大きさは目安ですので、適宜、囲みの高さを上下させて裏表１枚に収めてください。 

※ 本様式以外に任意の資料を追加する場合は、Ａ４サイズ裏表１枚に内容をまとめて、添付してください。

（ただし、Word2007、Excel2007、PowerPoint2007、Adobe ReaderXI で読み込めるﾌｧｲﾙ形式に限る。） 
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平成26年度「未病産業の創出に係るモデル事業」の結果概要 

 

１ 企業名 ロート製薬株式会社 

２ 事業名 認知症早期診断システムの確立にかかる実証事業 

３ 実施期間 平成26年12月8日～平成27年3月31日 

４ 主な実施場所 横浜市立大学附属病院、神奈川県予防医学協会 

 

５ 当初の事業目的又は目標 

 

認知症早期診断のバイオマーカーとして期待される 3種類のマイクロ RNA（リボ核酸）の血中濃度を測

定する技術を活用し、認知症の早期発見・早期予防に係る体制整備、モデル的な実証事業を行い、認知症

の早期診断プログラムの設計準備を提案・実施し、認知症早期診断プログラムの確立を図っていくため

に、当社では以下の課題を設定し、神奈川県ヘルスケア・ニューフロンティア推進局並びに未病産業研究

会メンバーのご協力のもと、本事業に取り組むこととした。 

 

（１）認知症早期診断体制の整備、実施事業 

 神奈川県内の医療機関・検査センターと連携し、特定健診を受診する高齢者等に対し、マイクロ RNAを

用いた認知症早期診断が実施できる体制を整備する。併せて、50名に対してモデル的にマイクロ RNAを

用いた認知症早期診断の検査を実施する。 

 

（２）認知症早期診断結果による早期診断プログラムの設計準備 

 上記、検査結果に関して、年齢層、性別による潜在リスクの比較分析を行い、認知症早期診断プログラ

ムの設計準備を行う。 

 
 

６ 事業の経過及び結果   

 

本事業での認知症早期診断方法として、広島大学発バイオベンチャーの株式会社ミルテルにより実用化

されている血液中のマイクロＲＮＡをバイオマーカーとした認知症検査方法を採用するとともに、既に認

知障害の検査として広く用いられているミニメンタルステート検査（MMSE）と併せて実施することとし

た。 

検査を実施する医療機関として、未病産業研究会会員事業者である横浜市立大学、神奈川県予防医学協

会に協力を依頼し、各施設で被験者募集及び検査を行うこととした。 

検査後のフォローアップについては、横浜市大病院精神科との連携がとれるように、両実施機関ととも

にその方法について協議し、予防医学協会の健診結果で認知症が疑われる事例、及び受診者からの専門外

来への受診希望があった場合には、横浜市大病院精神科へ紹介できるようにした。 

また、予防への取り組みについては、株式会社ルネサンスが開発した認知機能低下予防プログラム「シ

ナプソロジーR」を導入し、受診者に検査結果をフィードバックする際に、協会内にあるスタジオで同プ

ログラムを体験していただくこととした。この実施体制の下、平成27年2月～3月にかけて、神奈川県

予防医学協会、横浜市大病院精神科において、60歳以上の方を対象として被験者を募集し、目標数の50

名の方に当検査を受診いただくことができた。 
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７ 事業を実施したことによる成果・効果 

 

認知症の症状が現れていない健常な高齢者約 30名の結果から、マイクロ RNA検査をもとに認知症リス

クを 3分類することができ、認知症に対する内在的な評価項目として利用できる可能性が考えられたこと

から、マイクロ RNA検査は MMSEなどとの組み合わせた方法をベースとしてプログラム設計するなど、従

来の検査手法との併用により予測精度、確度等を向上できる可能性があると考えられた。 

 
 

８ 事業化の見通し・課題 

 

認知症の診断は早ければ早いほど良いと言われているが、現在の診断は、本人や家族の気づきにより専

門外来で鑑別診断を受けることが主体である。これは、症状が出る前に認知症を発見できる簡便な方法や

そのためのバイオマーカーが確立されていないことが主な理由である。今回のモデル事業では、短期間で

数十名の受診者に参加いただくことができており、今回のよう新しい認知症リスク検査の社会的関心及び

事業性は非常に高いと考えられた。今回のモデル事業を通して、事業の実施に必要な基本的な事業者並び

にその役割を明確にすることができたことで、今後の事業スキームは確認できたと考える。 

一方で、本事業で設定した内容を実施した場合、一人当たり３万円前後の検査代がかかる見積もりとな

った。高齢者が個人負担で定期的に検査を行うには高く、自治体や保険組合等からのサポートが望まれ

る。そのためには、本検査の実施によって認知症リスクを顕在化すること、並びに認知症の発症予防に取

り組むことにより得られる費用対効果を明確にしていく必要があると考えられた。そのため、予防に取り

組むことの経済効果なども含めて実証していくことが今後の課題となる。 

 
 

９ 今後の展開 

 

今後は、この事業モデルの実現をサポートする自治体等との連携により、事業自体の信頼性を高めてい

くことが重要となってくる。具体的には、自治体等からの協力を得ながら研究的な調査診断を行い、検査

実績及び各地における実施体制を構築していくことが必要である。そのために、今後 1～２年は、今回の

実績をもとに先進的に認知症対策に取り組む自治体との共同調査研究を実施し、当事業の有用性示す事例

を増やしていくことを計画・実施し、社会的ニーズに応えることができる事業基盤としていきたい。 
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