


働く を取巻く環境の
急激な変化



2013年の上場企業 2,318社
の従業員平均年齢

40.2歳
2010年39.3歳、2011年39.6歳、2012年39.9歳

【東京商工リサーチ】

2005年から2055年の間に減少すると
見込まれる生産年齢人口

-3,846万人
（2010年8,173万人）
【総務省統計局】

職場にメンタル不調者がいると
答えた企業の割合

56.7% 
企業の半数以上にメンタル不調者いる

【労務行政研究所】

2025年時点の法定福利費の
対現金給与費

19.2% 
（2010年時点では13.75%）
【日本経済団体連合会】



ストレス

仕事に自信がる

神経質な人

過度な負けず嫌い

周囲の視線が気になる

人一倍責任感が強い

仕事が趣味をなっている人≪生きる目的を失い≫

自分に自信がない人

優しすぎるお世話好き

睡眠不足な人



ストレスを感じながら仕事している人割合

２０１３年度調査結果 20代 58.2％
30代 65.2％
40代 64.6％
50代 59.1％
60代以上 46.9％

ストレス内容
人間関係 41.3％ 女性は48％の半数を占める
仕事の質 33.1％
仕事の量 30.3％
会社の将来 29.1％
昇進昇給 23.2％
定年後の生活 22.4％

【東京商工リサーチ】



これまでと全く異なる働き方、
職場環境の在り方が求められる時代に



家庭 を取巻く環境の
急激な変化



2020年の単身または
夫婦のみの家庭の割合

2,931万世帯
（全世帯5,305万世帯）

1年間で家族の介護、看護を
理由とする離職者数

9.5万人
（2011年10月-2012年9月）

2025年時点で65歳以上の
認知症患者数

700万人
（1人/5人）

2030年時点で65歳以上を支える
生産労働人口の割合

1人/1.8人
（2060年時1人/1.3人）



これまでと全く異なる
ライフプランニングが必要な時代に



いまこそ、再定義された、
新時代の福利厚生制度を

経営施策として導入するとき



自主性と貢献度を上司から尊重されていると感じてい
る従業員は、おしなべて高い士気を持っており、仕事の
パフォーマンスも優れていました。

一方、上司から信頼されていないと感じる、生産性が
低くもっと頑張るようにと常に「励まされている」従業
員、圧力的な教育は、士気も下がり、仕事のパフォーマ
ンスも劣る。

さらに、ストレスがプライベートな生活や人間関係に
も悪い影響を及ぼしている。

ストレスの影響



不健康に要するコストの構成比率

➤ 従業員の健康に関して企業には直接的・間接的にな負担があり、間接的負担が実は大きい
➤ 間接的負担では、病気等による従業員の欠勤のみならず、従業員の不調不良による生産性

の低下は企業活動に大きな影響を与える。

医療費
17.50%

傷病手当金
0.60%

労災保険料
2.20%

アブセンティズム
（欠勤・休職など）

4.70%

プレゼンティズム,
（業務効率の低下）

74.90%

出勤しているものの
病気等による体調不良で
従業員の生産性が低下して
いる状態



ストレス関連疾患

部位 主な症状

呼吸器系 気管支喘息，過喚起症候群

循環器系 本態性高血圧症，冠動脈疾患（狭心症，心筋梗塞）

消化器系 胃・十二指腸潰瘍，過敏性腸症候群，潰瘍性大腸炎，心因性嘔吐

内分泌・代謝系 単純性肥満症，糖尿病

神経・筋肉系 慢性蕁麻疹，アトピー性皮膚炎，円形脱毛症

整形外科領域 慢性関節リウマチ，腰痛症

泌尿・生殖器系 夜尿症，心因性インポテンス

眼科領域 眼精疲労，本態性眼瞼痙攣

耳鼻咽喉科領域 メニエール病

歯科・口腔外科領域 顎関節症



疾患種類/年齢層別の労働損失

欠勤（アブセンティズム） プレゼンティズム

日数（日） 労働損失
（ＵＳ＄）

損失時間
（時間）

労働損失
（ＵＳ＄）

平均値 平均値 平均値 平均値
18歳ー29歳

背中・首の痛み 1.6 150 35.6 426 19.7 11,340
うつ、不安、意識障害 2.4 228 43.5 520 16.8 12,543
片頭痛、慢性的な頭痛 1.2 115 49.5 592 7.4 5,196
胃腸障害 2.2 213 39.4 471 9.1 6,234
不眠 0.6 57 43.8 524 5.9 3,419

30歳ー39歳
背中・首の痛み 2.2 289 35.9 596 29.4 25,986
うつ、不安、意識障害 4.8 641 50 828 13.4 19,634
片頭痛、慢性的な頭痛 2.4 316 5.2 862 5.8 6,797
胃腸障害 2.1 273 45.1 748 6.7 6,823
不眠 2.1 238 44 729 5.1 4,944

40歳ー49歳
背中・首の痛み 2.3 392 34.2 731 24.5 27,456
うつ、不安、意識障害 3.6 607 45.2 965 13.3 20,849
片頭痛、慢性的な頭痛 2.4 411 40.2 858 5.1 6,439
胃腸障害 4.5 771 33.4 712 8.5 12,654
不眠 3.3 565 35.9 766 5.2 6,910

50歳ー59歳
背中・首の痛み 2 344 30.9 674 21.2 21,637
うつ、不安、意識障害 5.2 912 40.1 874 7.6 13,599
片頭痛、慢性的な頭痛 5.2 913 31.6 690 3 4,822
胃腸障害 4.4 769 26.4 577 7.8 10,480
不眠 5.8 1010 31.5 687 3.4 5,705

最も影響ある
症状として選
んだ比率

100人当たり
労働損失
（ＵＳ＄）

4週間分の労働損失4週間分の労働損失



福利厚生の経営的役割＝「従業員が健康で活き活きと心配
事なく働き、企業が持続的に発展すること

従業員企業

企業は、健康経営を実施することで、企業
ブランド価値の向上をはじめ、人材面でも
確かな成果が生まれます。

幸福で活き活きと働くには、体の健康だけ
でなく、心の健康、お金の健康が揃った調
和が必要です。正に、その3つの健康のバラ
ンスが取れている状態がＷＨＯが定める
“真の健康”です。

生産性向上

コスト削減

イメージアップ

リスク/人材マネジメント

体

心 お金

身体的健康

社会的健康精神的健康

ＷＨＯが
定める
健康



ストレスを感じながら仕事している人割合

２０１３年度調査結果 20代 58.2％
30代 65.2％
40代 64.6％
50代 59.1％
60代以上 46.9％

ストレス内容
人間関係 41.3％ 女性は48％の半数を占める
仕事の質 33.1％
仕事の量 30.3％
会社の将来 29.1％
昇進昇給 23.2％
定年後の生活 22.4％

【東京商工リサーチ】



仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じてい

る労働者が5割を超える状況にあります。

仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定さ

れる労働者が、増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未

然に防止することが益々重要な課題となっています。

こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安

全衛生法の一部を改正する法律により、心理的な負担の程度を把握

するための検査（ストレスチェック）及びその結果に基づく面接指

導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」（労働安全衛生

法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体を指します）が

新たに創設されました（平成27年12月1日施行）

改正労働安全衛生法



改正労働安全衛生法

◆改正の背景
・職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合は
高い状況で推移

・精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新 等

◆ストレスチェック制度の目的
・一次予防を主な目的とする
（労働者のメンタルヘルス不調の未然防止）

・労働者自身のストレスへの気づきを促す
・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる



改正の概要

▸ 常時使用する労働者に対して、医師、保険師等による心理的
な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を
実施することが事業者の義務となる

▸ 検査結果は、検査を実施した医師、保健師から直接本人に通
知され、本人同意なく事業者に提供することは禁止さえれる

▸ 検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった
場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務と
なる。また申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される

▸ 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就
業上の措置を講じることが事業者の義務となる



労働者の同意を得て通知

ストレスチェック制度の流れ

医師、保健
師等がストレ
スチェックを

実施

労
働
者

事
業
者

医師
（産業医等）

⓵面接の申出

※申出を理由と不利益取り扱いを禁止

⑤事後処置の実施

③面接指導
の実施

②面接実施
依頼

④医師から
意見聴取

結果
通知

産業医、保健師等

気づき
の促進

労働者の
意向尊重

相談
指導 ※ 時間外労働の制限、

作業の転換等について意見

相談、情報提供機関

医療機関

連携

※ 相談・情報提供





現在のストレスチェック方法で
正確な診断は可能でしょうか？



いち早くストレス診断に乗り出した企業
㈱メディコア

代表 趙英新

1999年7月 創立

-事業内容-
医療機器製造業
産業用機器製造業
ソフトウェア開発及び供給

-主な製品-

赤外線サーモグラフィ

IRIS-XP

自律神経均衡検査機

SA-３０００P Body Checker Max Pulse

心血管自律神経検査機

DICAN

-経営理念と企業ビジョン‐

▸ 赤外線サーモグラフィ装置とは？
人体から放出される極微量な体熱変化をカラー映像で現せて人体の異常有無
と疾病有無を診断する先端医療映像診断器です
▸ 赤外線体熱診断器の特徴
1.人体に無害な撮影方式で妊娠や幼児にも使用できます。
2.非浸湿的な方法で痛みがありません。
3.痛みに対して客観的に評価、測定、診断することができる唯一な機器です。
4.人体の生理的な機能の異常有無を診断することができます。
5.治療前後の経過を比較することができます。
6.仮病（偽病）の判断ができます。

ANS Funvtion５testとHRV負荷検査と通じて心血管系自律神経機能の異
常を早期に診断することができる検査機

HRVとは
時間による心拍の周期的な変動を心拍変異度(HRV：Heart Rate 
Variability)という。HRVは体内外的な環境要因に対する自律神経系の恒
常性の調節メカニズムを追跡できる評価手段です。
健康な人の場合、HRVの変動が大きく複雑に表れますが、疾病状態やスト
レス状態では複雑度が著しく減少します。



SA-3000P（APGハートレーター）

韓国優秀な大学の臨床実験による東洋人(健康な人)データ適用

韓国ソウル白病院を含めて全国8ヶ所の大学病院が中心して約2年間共
同研究を行ってHRVの基準になるデータを製作しました。そのデータに基づ
き、世界初東洋人(健康な人)のデータを適用した雄一な装備APGハートレー
ターSA-3000Pです

超高齢化社会をむかえ自律神経のバランスが崩れることが原
因で、様々な病気の原因の一つに上げられています。
ハートレーターSA-3000Pは加速度脈波計と心拍間変異分析
機能を1台に搭載し、血管老化度と自律神経のバランス診断
を同時に行う検査機器で左人差し指にセンサーを装着し短時
間で簡便に検査でき、検査結果は詳細なレポートで提供され
ます。ストレス社会において患者様の自律神経の変異を経過
観察しながらアドバイスに役立ち様々な医療現場に対応する
検査機器です。

～日本最高峰の医学部が驚愕した技術～

これからはストレス時代へ



自律神経とは

▸ 自律神経の重要機能→体内恒常性維持
・主に内情血管に分布、交換、副交感に構成されて大脳の意思とは
関係なく自律的に体内の機能を調整

・消化管、肺、心臓、子宮、肝臓、膀胱及び血管壁と各種分泌
腺を支配

▸ 交感神経系
主に心血管関係に作用、血圧調節と血液共有を円滑にして物質代
謝に関与してエネルギー供給に関与
▸ 副交感神経系
器官保護及び体内管理の維持と回復に関与

作用 心臓拍動 血管 呼吸 瞳孔 消化分泌 汗分泌

交感神経 促進 収縮 促進 拡張 抑制 促進

副交感神経 抑制 弛緩 抑制 縮小 促進 抑制



HRVガイドライン ①
Heart rate variability

HRVとは・・・

時間による心拍の周期的な変動を心拍変異
度(HRV：Heart Rate Variability)という。
HRVは体内外的な環境要因に対する自律神

経系の恒常性の調節メカニズムを追跡できる評
価手段です。
健康な人の場合、HRVの変動が大きく複雑に

表れますが、疾病状態やストレス状態では複雑
度が著しく減少します。



HRVガイドライン ②
Heart rate variability

◆西洋人と東洋人のＲｅｆｅｒｅｎｃｅの差が大きい

◆世界初東洋人Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ構築及び特許取得
東洋人臨床実験
2001年5月～2003年6月まで
サンプル人数：正常人3,600名 （８ヶ所-大学病院）

18C初 血圧と心拍動の周期的な変化に対し最初に言及
1965年 fetal distress時心拍間隔の変化

・
・
・

1995年 細分化されたTILTからの心拍変動及び血圧変動に関する研究
1996年 TaskForceチームが構成されHRV研究に関連する標準を発表

西洋人向けの臨床データのみ



ボディチェッカー

血管が心臓の収縮に大動脈起始部に押し出されたとき
に発生した血管内の圧力の変化が抹消方向に伝わって
いくときの波動を圧、光電、ストレンゲージ、インピーダン
スなどの方式を用いて波形として描出する装置です。
また、高度管理医療機器のため、保健診療が可能です

コンパクト化へ

病院・診療所・自治体・テーマパークに設備



スマートパルス SmartPulse

個人でも企業でも、いつでもストレスチェック
（ストレス・血管健康測定）

１．測定時間
血管健康測定 30秒
ストレス＋血管健康測定 2分30秒

２．重さ ５０ｇ（高35㎜ 横57㎜ 奥40㎜）
３．測定方法

携帯アプリと連動して測定
４．互換性

・アンドロイド・アイオーエスモバイルと連動可能
・ブルートゥースで簡単通信

５．【smartpulse】で検索し専用アプリダウンロード
６．測定結果はすべて保存しグラフ化
７．Line、Facebook、mail等と連動可能
８．プリントアウト可能



スマートパルス SmartPulse –信頼性-



スマートパルス SmartPulse –操作性-

スマートフォンと簡単に
ブルートゥースで接続

測定はアプリで簡単操作



スマートパルス SmartPulse –結果-

見やすい結果
・身体ストレス、精神ストレス、血管健康が数値化され、

状態を一目で管理

【身体ストレス】
外部の影響によって肉体的に受けているストレス程度を表示

【精神ストレス】
精神的に受けているストレスの程度を表示

【ストレス対処能力】
ストレスを受けたとき、どれほど適用しているかが分か
り、抵抗力があって健康な人はストレス対処能力が良
いが、体の抵抗力が落ちている時、自律神経系の機
能が落ちている人はストレス対処能力も落ちる

【ストレス点数】
ストレスを総合的に点数化し、100点が一番ストレスを
受けている状態で、点数が低いほどストレスが少い
緑色：ストレスがなく良い状態
黄色：平均的なストレス状態
赤色：ストレスをたくさん受けている状態



スマートパルス SmartPulse –機能-



スマートパルス SmartPulse –訓練-

-ＲＳＡトレーニング-
◆RSA(Respiratory Sinus Arrhythmia)

呼吸性副鼻腔不整脈（ＲＳＡ）とは呼吸による発生する自然な脈拍の
変異です。
これを利用した呼吸訓練を通じて、私たちに生体リズムの均衡を
指導してくれます。

◆呼吸トレーニングの効果
▸ ストレス減少及び弛緩効果
▸ 自律神経系活性度増加
▸ 情緒的均衡維持力増大
▸ 集中力向上
▸ 身体エナジー増大

トレーニング効果も難易度や点数（100点満点）によって管理



スマートパルス Webサービス

１．WEBサービスの現状

２．個々IDによる高度セキュリティで保護

３．測定結果一括管理

４．データベースによる管理

５．近隣医療機関と連携

６．根拠データ

７．取扱説明及びQ＆A



Webサービスの現状

マイクロソフトの部門別売上高を見ると、オフィスソフト
の売上高が全体の30%を占め、その後にWindowsOS、
サーバー関連部門と続いています。
2011年と2012年を比較した売上高成長率では、オフィ

スソフト（8%）、サーバー関連（7%）、広告サービス（9%）が
高い成長を記録しているのに対して、WindowsOS部門
は微減しています。特に２００３年からサーバー部門の売
上が急増しており、お客様サービスの向上のためには、
Webサーバーの存在が重要であることを示します。
スマートパルスも膨大な情報を安全に管理するサー

バーを準備しています。



個々IDによる高度セキュリティで保護
測定結果一括管理

◎個人測定データについては、スマートパルス、専用アプリ毎で管理するのでは
なく、専用アプリ・専用HPから会員登録（無料）を行い、個々のID・パスワードに
て安全に管理します。

◎専用アプリではスパートパルスと接続し、測定したデータを個人測定データサー
バーにデータを保存し、専用HPにて過去の測定結果・測定場所・測定時間を時
系列にて、個人のストレスの変化を一目で確認することができます。
また、測定日時毎でのストレス状況等を確認することもできます。
さらに、測定場所も地図上にて表示されます。



データベースによる管理
近隣医療機関と連携

◎個人毎のデータを全部または一団体ごとに情報を管理すること可能です。
産業医や提携先の病院との連携し、社員のストレスチェックの状況を一括管理
することができます。

◎年齢、性別などで必要なデータを呼び出し、業種ごと科部課ごとなど、ストレス状
況を分析することも可能です。

◎氏名やIDなども非表示することなど、カスタマイズも可能で、そのデータの特徴を
把握し、科部課ごとなど、社員メンタルの未然防止策として管理することもできます。



根拠デー・取扱説明及びQ＆A

◎専用HPよりスマートパルスの使い方の動画
◎スマートパルス測定結果表の見方
◎血管測定結果の状況やその根拠
◎HRV方式などストレスを測定する根拠ガイドラインやデータ

ストレスチェックに関する根拠データや取扱方法、サポートサービスも充実しています。

◎スマートパルスの書込みページ
◎Q＆A
◎メールによる質問ページ



スマートパルス SmartPulse ～可能性～

SmartPulse可能性

・世界で唯一特許を獲得したストレス診断機器

・コンパクトなボディーに、1歳刻みの詳細で莫

大なデータ

・ワンクリックでの簡単操作

・数値化や総合結果による分かりやすい評価

・革新的なＲＳＡトレーニング

・労働安全衛生法による従業員管理ツール

・将来的に医療機関と連携し遠隔診断実施予定



30代40代の重要な生産年齢の環境整備することは、企業収益ＵＰ、
コスト削減に繋がります。
充実した職場環境で、社内人間関係（チームワーク）が更に大きな収益を生み
充実した仕事は、良好な家族関係（プライベート）へと、大きな効果に繋がります。
その対策を根拠あるデータを活用し、福利厚生の充実支援をいたします。



募集

正規販売店・特約店・取扱店

スマートパルス販売店登録を

行っています

世界で唯一特許を獲得したストレス診断機器


