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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：HbA1c 6.5%以上7.0以下    105名 
     HbA1c 5.6%以上6.5%未満 115名 
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１. 事業概要 

【－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. 事業の流れ 
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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. システム構成 
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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 
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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 

・歩数 
・体重 
・血圧 
・血液検査 
・調査票 



４. 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） 

2 

4 



４. プログラム 
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参加者に送信する介入メールイメージ（例） 3 

1_アラート１：超注意喚起メール（HbA1cが7.1～8.5未満） 

2_アラート１：注意喚起メール（HbA1cが6.5～7.0） 

3_アラート１：ほめるメール（要受診から特定保健指導レベルに改善、HbA1cが～6.4） 

4_アラート２：超ほめるメール（10,000歩以上） 

5_アラート２：ほめるメール（8,000～9,999歩） 

6_アラート2：注意喚起メール（～2,999歩） 

7_アラート２：注意喚起メール（測定記録が3日以下or機器の故障の可能性） 

8_アラート３：測定記録確認メール（返信がない人へはサンプリ社から電話） 

9_アラート３：血液検査確認メール（返信がない人へはサンプリ社から電話） 

介入メール配信条件 

※1~3は糖尿病モデルを対象に月1回、4~8は介入群全員へ週1回配信。9は全員へ 



リクルート対象者
（n=406） 

同意取得者 
（n=105） 

無回答 
（ｎ＝301） 

介入群
（n=50） 

対照群
（n=53） 

解析対象者
（n=50） 

解析対象者
（n=53） 

ランダマイズ除外 
（n＝2名） 
（参加企業・ 
本人事情） 

５. 参加人数 

リクルート対象者
（n=532） 

同意取得者 
（n=137） 

無回答 
（ｎ＝395） 

介入群
（n=58） 

対照群
（n=57） 

解析対象者
（n=58） 

解析対象者
（n=57） 

参加想定上限超
過により参加をお
断りした方 
（n＝22） 

糖尿病モデル 健康改善モデル 

□脱落者 
14：その他の理由（介入群：1名、対照群：2名） 
40：その他（介入群：1名） 

□脱落者 
13：長期出張・転勤（対照群：1名） 
14：その他の理由（介入群：3名、対照群：3名） 
40：その他（対照群：1名） 

検
査
人
数 

最
終
血
液 

n=26 n=29 n=24 n=31 6 
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

【データ分析の全体像】 
糖尿病モデル、健康改善モデルごとに個別のデータセットを作成し、収集されたデータを最大限に活か
せるモデルを検討のうえ、介入効果に関わる解析を各モデルごとに実施した。なお、各項目における解
析手法はいずれのモデルにおいても同様に用いた。 

ウェアラブル 体組成計 血圧計 *参加者基本情報 

 歩数  体重  最高血圧  BMI 婚姻状況 

 移動距離  BMI  最低血圧  HbA1c 雇用形態 

 消費カロリー  体脂肪率  脈拍  最高血圧 職位 

 脂肪燃焼量  筋肉率 年代 職種 

 睡眠時間  体年齢 教育歴 

 中途覚醒時間  内臓脂肪レベル 

②プレゼンティーズム・行動変容解析のイメージ図 

[解析手法] 
① 参加者の基本情報に関わる、対照群と介入群のデータの分布の検討においては、項目ごとに、t検定、Mann–

Whitney U検定、Chi-squared検定を用いた（表1・4）。 
 

② 介入効果については、 
• HbA1c（病院採血・自己採血）、BMIはベースラインと介入終了時点における2時点間の変化に注目し、反復測

定された項目の効果を検証した（表2・5） 。 
• プレゼンティーズムは、ベースライン、介入開始後1.5ヶ月、介入終了時点の3時点間における変化と、行動・

意識変容によるプレゼンティーズムの変化に注目し、複数の反復測定された項目の包括的効果を検証した（表
3・6）。 
 

③ 参考情報として、介入群におけるIoT機器（ウェアラブル・体組成計・血圧計）から得られた日毎のデータについて
も可視化し、デバイスの利用状況を確認した（行動変容に関わると考えられる9項目の基本情報を用いてソート）。
なお、各デバイスにおけるデータ欠損率は平均8.0～17.4%となっており、介入ツールとしての有用性、また、今後、
IoT機器から得られるデータを用いた症例対照研究の可能性が示唆された。 

③IoT機器から得られた15項目（全結果は最終報告書に付す） 
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

①研究参加者の基本情報 糖尿病モデル 

【基礎データ】 
介入開始時点における性別、年齢、教育歴において、
群間差はみられなかった。 
 
【HbA1c】 
病院採血において、介入終了時点での値において介入
群が有意に低かった。 
自己採血においては、介入開始時点、終了時点におい
て、いずれも有意差はみられなかった。 
 
【プレゼンティーズム】 
得点が高くなるほど、労働機能障害の程度が高いと考
えられている。介入開始時点から終了時点まで、いず
れの時点において群間差はみられなかった。 
 
【行動・意識変容】 
質問紙回答時点から6ヶ月以内の行動変容の意識・実
施の有無について。介入開始時点では、群間に差はみ
られないが、介入開始後1.5ヶ月、終了時点において、
介入群における行動意識変容の得点が有意に高かった。 

(表 1)

対照群 (n=53) 介入群 (n=50) p値

男性, n (%) 45 (84.9) 40 (80.0) 0.512

年齢, Mean (SD) 52.3 (6.6) 51.5 (7.1) 0.544

教育歴, n (%) 1.000

高卒 14 (34.2) 13 (34.2)

大卒以上 27 (65.8) 25 (65.8)

HbA1c（病院採血）, Mean (SD)

介入開始時 6.6 (0.1) 6.6 (0.1) 0.949

介入開始後3ヶ月時点 6.6 (0.4) 6.4 (0.5) 0.046*

HbA1c（自己採血）, Mean (SD)

介入開始時 6.5 (0.5) 6.6 (0.5) 0.367

介入開始後3ヶ月時点 6.6 (0.3) 6.6 (1.1) 0.917

BMI, Mean (SD)

介入開始時 26.2 (3.4) 26.8 (4.1) 0.466

介入開始後3ヶ月時点 26.0 (3.7) 26.3 (4.0) 0.692

プレゼンティーズム, Mean (SD)

介入開始時 13.7 (6.4) 14.4 (6.9) 0.678

介入開始後1.5ヶ月時点 12.1 (4.7) 14.7 (7.4) 0.174

介入開始後3ヶ月時点 12.1 (4.9) 15.3 (7.1) 0.066

6ヶ月以内の行動変容予定, n (%)

（介入開始時） 0.688

予定なし 4 (10.3) 6 (15.8)

予定あり 21 (53.8) 21 (55.2)

すでに変えた 14 (35.9) 11 (29.0)

（介入開始後1.5ヶ月時点） 0.022*

予定なし 5 (15.2) 4 (11.4)

予定あり 19 (57.6) 10 (28.6)

すでに変えた 9 (27.3) 21 (60.0)

（介入開始後3ヶ月時点） 0.003**

予定なし 8 (20.0) 5 (13.5)

予定あり 19 (47.5) 6 (16.2)

すでに変えた 13 (32.5) 26 (70.3)

* p <0.05

* p <0.01
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

②介入効果についての解析結果（欠損値を含めた全例解析） 

【プレゼンティーズム】 
介入開始時点から3ヶ月間の推移、および、行動・意識変容による変化において、いずれも群間に有意差はみられなかったが、
介入群における行動意識変容のプレゼンティーズムへの3ヶ月間の推移において減衰の傾向がみられたことから、行動意識変
容がプレゼンティーズムの得点を押し下げる（生産性を高める）方向にはたらく可能性が示唆された。なお、インスリン、血
糖降下薬使用ケース（3ヶ月時点で、対照群で2ケース、介入群で1ケース）については、結果に影響を及ぼしていないことを
確認済みである。 

【HbA1c】 
病院採血において、介入開始時点から終了時点にかけて、介入群の値が有意に減衰した。一方で、自己採血においては、同様
に減衰の傾向にはあるが有意差はみられなかった。採血方法において、採血日が異なること、および、回収率の差が結果に影
響を及ぼしている可能性を考慮する必要がある（回収率：病院採血 55.0%、自己採血 74.0%）。 
【BMI】 
介入開始時点から終了時点にかけて、介入群の値が有意に減衰した。 

(表 2)

3ヶ月間の推移 推定係数a 標準誤差 95% 信頼区間 p値

HbA1c（病院採血） -0.230 0.103 -0.432, -0.266 0.027*

HbA1c（自己採血） -0.816 0.198 -0.470, 0.307 0.681

BMI -0.503 0.201 -0.896, -0.110 0.012*
a 性別、年齢、教育歴、インスリン・血糖降下薬使用補正済

* p <0.05

(表 3)

プレゼンティーズム 推定係数b 標準誤差 95% 信頼区間 p値

介入開始時 0.620 3.621 -6.477, 7.717 0.864

3ヶ月間の推移 0.718 0.567 -0.393, 1.829 0.205

行動意識変容による3ヶ月間の推移 -0.296 3.310 -6.784, 6.192 0.929
b 性別、年齢、教育歴補正済

糖尿病モデル 
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

③参考：介入群における、IoT機器から得られた90日間のデータの遷移
を可視化した例（上段：男性、下段：女性）。 

[ベースライン時のHbA1cでソートした歩数の遷移] 

[ベースライン時の年代別でソートしたBMIの遷移] 

[ベースライン時のBMIでソートした中途覚醒時間の遷移] 

男性: HbA1cの高い群の方
が、日々の歩数にムラがあ
る様子がみられる。 

男性: BMIが高い群の方が、
中途覚醒時間にムラがあり、
日々の睡眠の質の低下や、
睡眠に関わる何らかの疾病
が関与している可能性があ
る。 

婚姻状況による最高血圧遷移
に男女間で逆転現象がみられ
る。栄養摂取における人的リ
ソースという観点において、
婚姻状況が血圧のコントロー
ルに寄与している可能性が考
えられる。 

男性: 50, 60代はBMIの遷
移がある程度一定している
が、30, 40代は触れ幅が大
きい。とくに介入中間地点
あたりから何らかの行動変
容があった様子がみられる。 

糖尿病モデル 

[ベースライン時の婚姻状況でソートした最高血圧の遷移] 
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

研究参加者の基本情報 
健康改善モデル 

【基礎データ】 
介入開始時点における性別、年齢、教育歴において、
群間差はみられなかった。 
 
【HbA1c】 
病院採血および自己採血において、介入開始時点、終
了時点において、いずれも有意差はみられなかった。 
 
【プレゼンティーズム】 
得点が高くなるほど、労働機能障害の程度が高いと考
えられている。介入開始時点から終了時点まで、いず
れの時点において群間差はみられなかった。 
 
【行動・意識変容】 
質問紙回答時点から6ヶ月以内の行動変容の意識・実
施の有無について。介入開始時点、介入開始後1.5ヶ
月、終了時点において、いずれも群間に差はみられな
かったが、介入終了時点における行動意識変容につい
ては、介入群における得点の高さにmarginal effect
（限界効果）がみられた。 

(表 4)

対照群 (n=53) 介入群 (n=50) p値

男性, n (%) 49 (86.0) 52 (89.7) 0.545

年齢, Mean (SD) 46.3 (9.7) 47.3 (8.8) 0.552

教育歴, n (%) 0.660

高卒 17 (37.0) 16 (32.7)

大卒以上 29 (63.0) 33 (67.4)

HbA1c（病院採血）, Mean (SD)

介入開始時 5.8 (0.2) 5.8 (0.2) 0.585

介入開始後3ヶ月時点 5.7 (0.3) 5.8 (0.3) 0.104

HbA1c（自己採血）, Mean (SD)

介入開始時 5.6 (0.2) 5.6 (0.3) 0.839

介入開始後3ヶ月時点 5.6 (0.2) 5.7 (0.3) 0.657

BMI, Mean (SD)

介入開始時 23.7 (3.9) 23.6 (3.8) 0.924

介入開始後3ヶ月時点 23.5 (4.1) 23.7 (4.0) 0.890

プレゼンティーズム, Mean (SD)

介入開始時 15.9 (6.9) 15.0 (7.2) 0.379

介入開始後1.5ヶ月時点 15.0 (6.6) 15.6 (8.0) 0.967

介入開始後3ヶ月時点 14.0 (6.7) 15.8 (7.3) 0.200

6ヶ月以内の行動変容予定, n (%)

（介入開始時） 0.343

予定なし 5 (11.1) 11 (22.5)

予定あり 26 (57.8) 25 (51.0)

すでに変えた 14 (31.1) 13 (26.5)

（介入開始後1.5ヶ月時点） 0.591

予定なし 9 (23.1) 8 (19.1)

予定あり 14 (35.9) 12 (28.6)

すでに変えた 16 (41.0) 22 (52.3)

（介入開始後3ヶ月時点） 0.057

予定なし 8 (17.4) 13 (28.9)

予定あり 21 (45.7) 10 (22.2)

すでに変えた 17 (37.0) 22 (48.9)
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

②介入効果についての解析結果（欠損値を含めた全例解析） 

【プレゼンティーズム】 
介入開始時点から3ヶ月間の推移において、介入群が有意に増幅した（生産性がマイナスの方向に向かった）。なお、健
康改善モデルにおいては、サンプリングの偏りが結果に影響を及ぼしている可能性を考慮する必要がある。 

【HbA1c】 
病院採血、自己採血、いずれにおいても、介入開始時点から終了時点にかけて群間に有意差はみられなかった。 
【BMI】 
介入開始時点から終了時点にかけて群間に有意差はみられなかった。 

健康改善モデル 

(表 5)

3ヶ月間の推移 推定係数a 標準誤差 95% 信頼区間 p値

HbA1c（病院採血） 0.799 0.524 -0.023, 0.183 0.127

HbA1c（自己採血） 0.280 0.365 -0.044, 0.100 0.443

BMI 0.177 0.199 -0.212, 0.567 0.372
a 性別、年齢、教育歴補正済

(表 6)

推定係数b 標準誤差 95% 信頼区間 p値

研究開始時 0.013 3.036 -5.938, 5.964 0.996

3ヶ月間の推移 0.767 0.369 0.044, 1.490 0.038*

行動変容意識による3ヶ月間の推移 0.443 2.482 -4.422, 5.308 0.858
b 性別、年齢、教育歴補正済

* p <0.05
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６. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

[ベースライン時のHbA1cでソートした歩数の遷移] 

[ベースライン時の年代別でソートしたBMIの遷移] [ベースライン時の婚姻状況でソートした最高血圧の遷移] 

[ベースライン時のBMIでソートした中途覚醒時間の遷移] 

健康改善モデル ③参考：介入群における、IoT機器から得られた90日間のデータの遷移
を可視化した例（上段：男性、下段：女性）。 

男性: HbA1cの高い群の方
が、日々の歩数にムラがあ
る様子がみられる。 

男性: BMIがもっとも低い群
と高い群で、中途覚醒時間
にムラがある様子がみられ
る。 

糖尿病群と異なり、婚姻状
況による最高血圧の遷移に
男女間での逆転現象はみら
れない。 

男性: 30代が高く遷移して
いるが、介入の開始時期と
終了時期で行動変容があっ
た様子がみられる。 



6. 分析・評価結果（１）プログラムの効果に関する分析・評価 

1 1 
3 

23 29 

21 25 

0%

50%

100%

1.糖尿病 2.健康改善 

4.そう思った 

3.まあまあそう思った 

2.あまり思わなかった 

1.全くそう思わなかった 

定性評価：終了時問診での健康意識変化設問回答 
「今回のプログラムにご参加したことにより、今後健康的な生活を送ろうと思いましたか？」 

９割以上が 
意識が変わった。 

定性評価：終了時問診での当コンソーシアムのプログラムの満足度に関する説問回答 
「今回のプログラムの満足度をお教えください。」 

1 
4 4 

24 30 

11 13 

0%

50%

100%

1.糖尿病 2.健康改善 

4.満足できた 

3.まあまあ満足できた 

2.あまり満足できなかった 

1.全く満足できなかった 

９割以上の方に    
満足いただけた。 

14 
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  6. 分析・評価結果（２）事業性に関する分析・評価 

費用対効果 

事業化に向けた実施主体や事業の収支性 

ビジネスモデル面での評価 

①事業者・・・◎ 
  ウエアラブル機器等によるモニタリング及び自動メール等による介入は初期費用こそかさむがオペレーション負荷 
 は低くサービス化可能 
②企業・健保組合・・・◎ 
  事業者提供によるHbA1c等により該当者を絞り込んだ上でのIoT活用サービスの導入は費用対効果も高いことから 
 重症化予防の有望な選択肢として今後は位置づけられる可能性が高い 
③従業員・組合員・・・◎ 
  参加者によるウエアラブル機器等の計測に伴う健康意識改善は90％に達しBMI値等の改善も顕著であったこと 
 から行動変容が認められた 

変動費 ＠69,000 
固定費   500,000 
 計 7,400,000 
一人当たり74千円 

（仮定）３千名企業の内、HbA1c6.0~7.0 １００名対象 

今後効果を証明するエビデンスの強化を進めることができれば採用団体を増やすことで固定費の希薄化が期待でき

効果的な対象を絞り込むことで事業化は可能と想定される  
費用（採用団体負担額イメージ） 効果 

KFS①：対象者の絞り込みができること→対象群へのリーチ力 

KFS②：納得感のある費用対効果の可視化→採用率の向上 

KFS③：より効果的な介入ロジックの探求→サービス優位性 

事業化を実現 
する成功要因 

初年度 
変動費 ＠33,000 
固定費   500,000 
 計 3,800,000 
一人当たり38千円 

次年度以降 

●損失リスクの改善 ※QQmethod（参考資料を参照） 
 

介入群：△101,376円～＋111,936円 
対照群：△139,392円～＋105,336円 

介入群：△150,216円～＋527,736円 
対照群：△125,664円～＋625,944円 

対照群 

糖尿病モデル 健康改善モデル 

介入群 



項目 計画 実績 差異 差異要因 示唆 

・対象者の抽出、選定 220 105 △115     

 -協力団体の確保 8 25 17 
・健診実施時期のずれ 
・年間計画に無い 
・結果データの回収遅く抽出不可 

→昨年度の検査結果に 
 より抽出し開始時の 
 再採血対応 

 -対象者の該当率 
  （糖尿病） 

2.0% 0.8% △1.2% 
・若年層は該当率低い 
・産業保健が機能していると低い 

→昨年度の検査結果に 
  より抽出し開始時の 
  再採血対応 

 -対象者の参加率 
  （糖尿病） 

70% 20% △50% 
・健康管理の興味低い、施設採血 
・スマホ持っていない等 

→保健指導として呼び出し  
  医療職による勧奨実施 

・参加者からの同意取得 webエントリー webエントリー なし     

・プログラム準備 
５月末着手 
６月末完成 

６月２１日着手 
７月１５日完成 

半月遅延 採択日程のずれ 
７月プログラム開始のためには
４月１日にはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ整備着
手必要 

・システム構築 ７月中旬完成 ８月中旬完成 １月遅延 開発仕様確定まで時間を要した 
７月プログラム開始のためには
４月１日には要件定義着手
必要 

・データの収集 90% 50％～80％ △40%～△10% 
ｳｴｱﾗﾌﾞﾙ◎、体重・血圧○、 
郵送検診△、施設採血× 

郵送検診の積極採用を 
推進すべき 

・プログラム実施者へのデータ 
 の提供、アラート等の発信 

アプリ表示 
介入メール配信 

アプリ表示 
介入メール配信 

なし     

・参加者に対するプログラム 
 実施 

６か月介入 ３か月介入 ３か月短縮 ・参加者確保困難 
準備期間の前倒し 
再採血による治験者確保 

・データ共有・管理・提供 
9/30システム稼働 

データ授受は既存システム利
用 

計画通り 当初想定通り     

・分析・評価 10月・2月実施 計画通り なし     16 

7. 考察 
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8. 今後の展開 

（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 



コラボヘルス研究会 

 プレゼンティーイズムの評価 
・WFun 
（産業医科大学で開発。労働障害調査票／Work Functioning Impairment Scale） 
・QQ method 
  
 

 WFun 
①算式 
【分子】WFunの高得点者（21点以上）の人数 
【分母】 該当質問の回答者数 
  
WFun(Wrok Functioning Impairment Scale)とは、産業医科大学で開発された、健康問題による労働機能障害
の程度を測定するための調査票である。 
以下の7つの設問を聴取し、合計得点（7～35点）で点数化する。点数が高い方が、労働機能障害の程度が大きいこと
を示す。日本における先行研究の結果より、21点以上が中程度以上の労働機能障害がある、と判断できる。 
  
図 WFun アンケート設問 
http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/kosyueis/WFun/ 
Fujino Y, Uehara M, Izumi H, Nagata T, Muramatsu K, Kubo T, Oyama I, Matsuda S. Development 
and validity of a work functioning impairment scale based on the Rasch model among Japanese 
workers. J Occup Health. 2015 Dec 25;57(6):521-31. 
  
②指標の解釈 
      WFunにより、単に健康状態が悪い者を把握するのではなく、健康状態により労働（業務）に支障が出ている（労
働機能障害）程度を測定している。産業保健（企業における健康管理）の主目的は、“人（労働者）と仕事との適合
をはかる“ことであり、労働機能障害の程度を測定することは、その主目的達成のために必要なことである。 
 

5

2 1

2 1

E.仕事がうまくいかないと感じた 5 4 3 2 1

F.冷静に判断することができなかった 5 4 3

G.自発的に仕事ができなかった 5 4 3

2 1

2 1

D.仕事を中断する回数が増えた 2 1

2 1A.社交的に振る舞えなかった 5

4 3

月に1日
以上

まったく
ない

C.考えがまとまらなかった 5

普段の体調の良い時と比べて、あなたは現在、仕事に関して次のようなことがど
のくらいありますか。

ほぼ毎
日ある

週に2日
以上

週に1日
程度

4 3

B.ていねいに仕事をすることができなかった 5 4 3

4 3

9. 参考資料（評価計算方法） 
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http://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/kosyueis/wfun/


  QQmethod 
 
①算式 
まず、何らかの症状（健康問題）の有無を確認したうえで、「有り」の場合は以下の質問を行う。 
図 QQmethod アンケート設問 
プレゼンティーイズム（健康問題による労働生産性の損失）を把握するための質問である。 
＊症状（健康問題）なし、の場合は、プレゼンティーイズムはない、と考える。 
  
  
プレゼンティーイズムの測定方法は、以下の２通りの方法が存在する。 
 
【仕事の量と質を掛け合わせる方法】 
パフォーマンスの低下＝１－（仕事の量）/１０ ×（仕事の質）/１０    
 
（例）仕事の量が６、仕事の質が８と回答した場合 
パフォーマンスの低下＝１－６/１０×８/１０＝１－４８/１００＝０．５２ 
（５２％のパフォーマンスの低下が存在することを意味する） 
  
  

仕事に“1番影響を及ぼしている健康問題”を選んでください。

番

この3ヶ月の中で何日間その症状がありますか。おおよそあてはまる数字を記入ください。

日間

症状がないとき（通常時）に比べ、症状がある時は、どの程度の“仕事量”になりますか。
就業開始から通常就業時間の間（残業になる前の時間帯）に、本来出来たであろう仕事量のうち、
どの程度の仕事量を行えたか、「0～10」のうちもっともあてはまる選択肢を選んでください。
※仕事の質は問いません。　

全くできない 通常の仕事量

症状がないとき（通常時）に比べ、症状がある時は、どの程度の“仕事の質”になりますか。
「0～10」のうちもっともあてはまる選択肢を選んでください。
※ここでいう「仕事の質」とは、例えばミスの多さや創造性の発揮など、仕事の成果の品質に関することとお考えください。

ゼロに近い質 通常の仕事の質

1

2

3

4

0 1 3 4 6 7 82 5 9 10

0 1 3 4 6 7 82 5 9 10

コラボヘルス研究会 9. 参考資料（評価計算方法） 
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・パフォーマンスの低下分の損失額の計算 
上記の計算のためには、１人１時間あたりの人件費が必要となる。各企業によりこの額は異なるため、自社の人件費を用
いて計算する。 
 
なお、企業の立場において、損失額を計算する場合は、人件費に賞与、各種手当、法定福利費等を含んで計算すること
が望ましい。 
（以下、企業間比較するために、１人1時間あたりの人件費を３，３００円として計算した。）一般的なデータを用いた
い場合は、厚生労働省が行っている「賃金構造基本統計調査」のデータを用いるとよい。  
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html 
 
 パフォーマンス低下分の損失額 
 ＝３，３００円×８時間（1日あたりの労働時間）×（パフォーマンスの低下）×有症状日数（日） 
  
     
（例）パフォーマンスの低下が０．３、有症状日数が１０日間とすると、 
損失額＝３，３００×８×０．３×１０＝７９，２００（円） 

コラボヘルス研究会 9. 参考資料（評価計算方法） 
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