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【事業番号001】 
 コラボヘルス研究会によるＩｏＴを活用した糖尿病予防・健康増進活動の効果検証事業 

【コンソーシアム名】コラボヘルス研究会 【代表団体】 株式会社イーウェル 

事業概要 

実施体制（参加団体・実証フィールド・参加者数） プログラム概要 

コンソーシアム 

フィールド 

団体名 役割 

株式会社イーウェル 事業統括 

株式会社分析屋 技術担当・分析・資料作成 

産業医科大学 アドバイザー 

団体名 参加者数 

コニカミノルタ株式会社 ６９人 

オートバックス健康保険組合 ２６人 

株式会社ＰＦＵ ２２人 

日本生命健康保険組合 ２１人 

オリックスグループ健康保険組合 １８人 

日産自動車健康保険組合 １１人 

その他、健康保険組合19団体 ５３人 

参加者数： 
（計画時） 
HbA1c 6.5%以上      220名 
HbA1c5.6%以上6.5%未満 0名 
（実績値） 
HbA1c 6.5%以上      105名 
HbA1c5.6%以上6.5%未満 115名 
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１. 事業概要 

【ーIoT活用健康増進モデルによる医療費適正化効果、生産性向上効果を可視化する－】 

コラボヘルス研究会（http://www.collabo-health.jp/）の参加団体を中心とした企業・健保組合の従業員・被保険者を対象とし、ウェア
ラブル機器を用いた介入研究を、RCT: Randomized Control Trial （無作為化比較試験）を用いて実施する。HbA1c、BMI、健康行動
（運動、食事、睡眠、喫煙）、ワーク・エンゲイジメント、プレゼンティーイズム等について、介入群と対照群との比較分析を行うとともに、介入によ
る生産性の改善額を分析し、IoT活用健康増進モデルの費用対効果を検証する。 

対象者 毎日計測／体重・血圧 
常時着用／活動量・睡眠 

（ﾄﾞｺﾓﾍﾙｽｹｱ) 

ＤＢ 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
ＤＢ 

毎月／血液検査 
(健診機関＆ｻﾝﾌﾟﾘ） 

開始・中間・終了時／ 
調査票回答 

専門職による介入 
プログラム設定による介入 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ
で 
確認 

産業医科大 

 
• 介入群では、3ヶ月間の介入期間中に、ウェアラブル活動量計およ

びウェルネスリンク対応型血圧計・体重計によるデータ収集と、郵
送健診による簡易血液検査を実施。 

• 管理栄養士が収集データのモニタリングを行い、あらかじめ定めた
基準に従って対象者にアラート（メール、電話）を発信する。 



2. 事業スケジュール 
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 参加者のリクルート・割付【7月～10月】 
• 2016年５月～９月実施の事業者健診の血液検査結果に基づき、対象者の抽出を行った。 
• 糖尿病モデル（105名）については、リクルート時期の違いにより8月開始（介入9名、対照9名）、9月開始（介入27名、対照29名）、

10月開始（介入15名、対照16名）の３グループに分けて実証を開始した。 
• 健康改善モデル（115名）については、全員10月に実証を開始した（介入58名、対照57名）。 

 介入の実施【8月～12月】 
• 糖尿病モデル、健康改善モデルともに、介入期間は3か月とした。 

 分析の実施【1月～2月】 
• 介入期間終了後、主要評価項目及び副次評価項目について分析を実施。 

今回の解析対象範囲 



３. プログラム 
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対象者 毎日計測／体重・血圧 
常時着用／活動量・睡眠 

オムロン 体重体組成計 HBF-254C カラダスキャン 
オムロン 上腕式血圧計 HEM-7270 シリーズ 

ドコモ・ヘルスケア㈱ ムーブバンド2 

ＤＢ 

ｺﾝｿｰｼｱﾑ 
ＤＢ 

（システム） 

   毎月／血液検査(サンプリ） 
   測定法コード「01-2901」 
   （HPLC：東ソー株式会社） 

    ※終了時は任意の医療機関で採血 

専門職による介入 
プログラム設定による介入 

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝで 
確認、データ

転送 

開始・中間・終了時／ 
調査票回答 

管
理
栄
養
士 

（
サ
ン
プ
リ
） 

産業医科大 

2 

3 

1 

１．血液検査値（HbA1c)に基づく介入：介入頻度 月1回 
２．活動量（歩数）に基づく介入：介入頻度 週1回 
 3.  異常値※に基づく介入：介入頻度 週1回（発生時） 
  ※ HbA1c8.5%以上 
    または収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上 



３. プログラム 

1 参加者に提示する画面（アプリ：ドコモ・ヘルスケア「わたしムーヴ」） 

・歩数、消費カロリー、睡眠時間 ほか 
・体重、BMI、体脂肪、体年齢 ほか 
・血圧 

介入者に提示する画面（今回開発したシステム） 

・各種データアップロード機能 
・参加者検索機能 
・アラートメール配信機能 
・介入履歴管理機能 
・データ出力機能（交換規約確定後に開発予定） 
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３. プログラム 
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介入メールイメージ（例） 3 



４. 事業の実施状況 
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開始日 糖尿病 健康改善 合計 

8/15 介入群 9名 0名 9名 

8/15 対照群 9名 0名 9名 

9/15 介入群 27名 0名 27名 

9/15 対照群 31名 0名 31名 

10/15介入群 15名 58名 72名 

10/15対照群 14名 57名 71名 

合計 105名 115名 220名 

※10/17現在 脱落者1名 

プログラム参加状況 

予定・実績の差異の要因について 

当初目標数２２０名全員を糖尿病モデルとして確保することを予定していたが、対象
者確保が困難と判断し、健康改善モデルを含めて対象者を募集することとした。 
●主な要因 ①健診実施時期（該当時期５月～９月）のずれ 

②健診結果回収（受診日３か月以内）が間に合わない 
③年度計画（例年２～３月に策定）に盛り込めておらず調整困難 



４. 事業の実施状況 
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①システム開発状況 

□開発完了（稼働中） 
・各種データアップロード機能 
 （デバイス、血液検査ほか） 
・参加者検索機能 
・アラートメール配信機能 
・介入履歴管理機能 
 
■今後開発予定 
・データ抽出機能 
 （交換規約確定後） 

②関係者会議状況 
・6/23 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ設定会議＠ＴＶ会議 
 イーウェル、産業医科大学 
 
・10/14 分析会議＠品川 
 イーウェル、分析屋、産業医科大学 
 
・12/1、15分析集中会議＠イーウェル本社 
 参加予定 
 イーウェル、分析屋、産業医科大学 
 

システム開発状況や関係者会議の状況等 

事業実施上の工夫・実情 

①代表団体既存顧客に対するアプローチ 

②代表団体新規顧客に対するアプローチ 

ｺﾗﾎﾞﾍﾙｽ研究会   ２０団体 
けんぽ共同健診協議会      ６０団体 
個別契約団体   ２９団体 

１０９団体 

展開した 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ案内 

１万人以上の被保険者健保組合・・・１５５団体 

～主な回答～ 
興味がない    １９団体 
スケジュールがタイト ２２団体 
年間計画にない ４６団体 
対象者抽出不可 ２４団体 （健診時期９、回収期間５、HbA1c未実施１０） 
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５. 評価・検証方法 

ウェアラブル機器の使用状況や、自己採血による血液検査結果の確認状況が、介入群（糖
尿病・糖尿病予備群）の行動変容にもたらす効果について、Intention to treat analysis
（※）を用いて検証する。用いるデータは、2016年8月以降において本プログラムに参加
した計220名である（なお、介入終了予定の2017年1月時点でのdropout rate（脱落
率） によって、missing（欠落値）の扱いを検討する）。 
解析においては、機器の使用頻度や間隔等、機器使用状況を数値化できる変数を生成し、
これらをexposure（曝露）とする。また、HbA1c、BMI、健康行動（運動、食事、睡眠、
喫煙）、ワークエンゲイジメント、プレゼンティーイズム等を行動変容の指標として数値
化しoutcome（結果）とする。これらの変数を用いた統計学的解析によって、ウェアラ
ブル機器等利用のヒトの行動変容への効果を検証する。 

（分析イメージ） 

②３つの観測時点における介入群と
対照群のBMIの差 

③介入群の中で、効果が出た群と出な
かった群の運動量の継次的変化 

①介入群と対照群におけるHbA1c値の減
少率 

※全例解析：臨床試験でプロコトル違反がみられても、はじめの割付通りに解析する 
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6. 成果の活用方法 

（灰色）すでに実施している部分 

（肌色）実証事業で実施する部分 

（朱色）実証事業後に実施する部分 

今回の検証により費用対効果がサービスとして 
成立する場合 

↓ 
サービス料金を確定しセールス開始・・・H２９．７月頃 

サービス導入・・・H２９．１０月頃 

データ提供 
（勤怠、健康情報等） 

健康経営等 
アンケート実
施 

事務委託（データ 
集計、アンケート実
施等） 

（すでに実施している部分） 

（協力団体） 

商務情報政策局ヘルスケア産業課 

産業医大 

業務委託 

企業 健保組合 

企業 健保組合 

企業 健保組合 

報告 

コラボヘルス研究会 

対象：２０団体 
1)ＨｂＡ１ｃ 6.5以上7.5以下かつ 
  血糖降下薬 未投薬 861名 
2)HbA1c 5.6以上6.5未満or腹囲・・・ 
  22,069名     ※2014年健診結果より 
   

  該当者抽出 

ウエアラブル
端末メーカー 

１ 

  産業医による保健指導 ２ 

  ウエアラブル端末活用 ３ 

  効果検証 ４ 

案１ 
案１ 

今回の検証では費用対効果が不十分な場合 
↓ 

追加の要素を加えて検証継続したい 
例）食事指導ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、運動推進インセンティブ等 

案１ 
案２ 

今回の事業スキームの応用 
↓ 

急性糖尿病腎性対象者に対し介入ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等 
（該当者抽出＞投薬＞塩分コントロール支援） 

案１ 
案３ 


