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ビジネスパーソンのための健康な身体づくり

健康づくり支援の対象者は？

はじめに

このリーフレットは、40〜50代、平均歩数8,000歩未満の方を対象 ※として作成
しています。運動不足を認識していながらも、
「 平日は仕事が忙しくて、
とても運動
なんて…」
「一段落したらとは思うが、なかなか時間が取れない…」
という葛藤を抱
えている方が、身体活動を増やすための行動を起こせるよう支援します。

この解説書は、
「健康を維持して作業効率アップ！

※対象設定は目安となります。

ビジネスパーソンのための健康な身体づくり ビジネスパーソン
（男性）編」
の
内容の解説や健康づくり支援をされる際の補足説明、
コミュニケーションを取る上での留意点についてまとめています。
定期的な身体活動は、心臓病、2型糖尿病、がんなどの病気の予防に有用とされています。

身体活動や運動を増やすための行動を促すポイント

一方で、運動が足りないという問題は認識していても、

行動を喚起するためには、問題提起（気づき）に加えて、行動を起こして継続できる

多くの方が行動を起こすとなるとハードルが高いと感じていらっしゃいます。

自信をつけることがポイントとなります。

「健康を維持して作業効率アップ！
ビジネスパーソンのための健康な身体づくり ビジネスパーソン
（男性）編」
では、
「行動変容」
という考え方に基づき、
ビジネスパーソンの方（対象者）が
抱える健康に対する課題を明らかにし、

「健康を維持して作業効率アップ！ビジネスパーソンのための健康な身体づくり ビジネス

パーソン
（男性）
編」
では、
対象者が次のことを理解、実行できるよう支援します。
□抱えている健康に対する課題を明らかにし、
身体活動や運動に対する考え方を整理する。

身体活動や運動に対する考え方を整理することで、身体活動や運動を増やすための

□行動を起こす動機づけとして、健康は仕事にも影響すること、
身体活動量を増やすことは最新の科学的知見に基づいていることなどを理解する。

行動を起こせるようになることを目的としています。

□正しい目標設定の方法を身につける。

また、
その行動を無理なく継続できるよう、

□自分に合った方法を見つけて目標行動を継続できるようにする。
（目標の達成により自信をつける）

正しい目標設定の方法や工夫などについて紹介します。

自分の身体活動を
モニター＆評価できるようサポートします。
対象者との信頼関係の構築を目指しましょう！
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このページで起こすべきアクション

□対象者が抱えている健康に対する課題を明らかにし、
身体活動や運動に対する考え方を整理します。

健康はビジネスパーソンの必須条件

□身体活動の増進は健康だけではなく、
仕事にも影響することを紹介します。

ビジネスパーソンの身体活動量は低下しがち

ビジネスパーソンが、
自身のパフォーマンスを最大限かつ安定的に発揮するためには、
自己管理が

身体活動をよく行っている人ほど、虚血性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率
や死亡率が低いことが報告されています。
また、身体活動によって、
メンタルヘルスや生活の質が改善するこ
とも報告されています。
しかし、近年では仕事の自動化、交通手段の発達によって身体活動量が低下する傾
向にあり、食生活の変化とともに生活習慣病の一因となっています1）。特に運動不足を認識していながらも、
仕事が忙しくて時間が取れない社会人では低下が顕著であり、週1日以上運動をする成人の割合は55.1%
と報告されています2）。一方で、余暇に行う身体活動は心血管疾患リスクを15%、死亡率を40%低下させる
ものの、仕事中の身体活動が高い（肉体労働や荷物の運搬など）
と逆に心血管疾患リスクを35%、死亡率
を27%上昇させるという、身体活動パラドックスが報告されています3）。

欠かせません。
その管理方法の 1つとして、
「身体活動」があります。世界保健機関（WHO）は、
全世界の死亡リスクの 1 つに身体活動不足を指摘しています 1）。身体活動不足は疾患や死亡
リスク上昇のほかに、
認知力の低下など、
脳にも影響を及ぼすことが知られています 2）。
デスクワークなどの知的活動をこなすビジネスパーソン
にとって、身体を動かすことはとても重要なことなのです。
歩く時間を 10 分増やすだけでも認 知症などのリスクが
3.2 ％ 低 減 する効 果 が 期 待できますので

、
まずは、

3）

1）厚生労働省 身体活動・運動：https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21̲11/b2.html
2）スポーツ庁 平成30年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣について
3) Eur Heart J. 2021;42:1499-1511

身体を動かすことから始めてみましょう。
また、
近年、
これまでの考えとは逆に、
仕事上の特に高強
度の身体活動は、
心血管疾患リスクを増加させるという

どんな研究？

「身体活動パラドックス
（逆説）
」と呼ばれる報告がなされ
るようになりました。自分で身体活動をコントロールしにく

アルツハイマー病に対するリスク因子の改善によってもたらされる影響

いなどのストレスが原因ではないかと考えられています。
仕事で動いているのに健康リスクの高い人は、
自由な時間

アルツハイマー病および認知症と改善可能な7つのリスク因子（糖尿病、中年期の高血圧、中年期の肥満、
喫煙、
うつ病、低学歴、身体活動不足）
との関連について検討したシステマティックレビューおよびメタ解析を
対象にレビューが行われました。
身体活動が高い人に対する身体活動が低い人のリスク比は認知症で1.39、
アルツハイマー病で1.82であり、
身体活動の不足により認知症やアルツハイマー病のリスクが高まることが示されました。

でのリラックスした身体 活 動を心がけましょう。

身体活動アップで仕事に期待できる効果

システマティックレビュー：ある一定の基準を満たす研究を可能な限り抽出し、
これらの論文をまとめ、
統合的に解説したもの。
メタ解析：システマティックレビューにより抽出されたその分野のデータを統合したもの。エビデンスレベルが高い。
Lancet Neurol. 2011;10:819-828

身体活動を上げることで仕事に期待できる効果として以下が挙げられます。

身体活動量の増加が仕事に良い影響を

労働生産性
（仕事の効率）
の向上 4）

与えるかどうかについて検討した研究

メンタルヘルスの向上 5）

健康的な心身を保つことは仕事のパフォーマンス、
メンタルヘルス、記憶力の向上などに役立ちます。

記憶力の向上 6）

1 ) 世界保健機関（WHO）
. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
2) Lancet Neurol. 2011 ; 10:819-828
3) 厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書
4) J Occup Environ Med. 2018;60:e173-e177

3

5) Sports Med. 2017;47:2521-2532
6) Hippocampus. 2017; 27:229-234

1

労働生産性（仕事
の効率）
の向上1）

国内で座位時間と労働生産性について調査したところ、特に20〜39歳の労働者で
仕事中の座位時間が長い人は短い人と比べ、
労働生産性が低いことが示されました。

メンタルヘルスの
向上2）

メンタルヘルスに対する筋力と機能の向上を目指すレジスタンス運動（スクワット
やダンベル体操などの筋肉に抵抗をかける動作を繰り返し行う運動）の影響を調査
したところ、健康成人および身体的または精神的な疾患を持つ患者において、
レジ
スタンス運動は不安を有意に軽減しました。

記憶力の向上 3）

運動と記憶能力の関連について検討したところ、適度な運動（10分間の中程度の
運動）は記憶能力を向上させることが示されました。

1）J Occup Environ Med. 2018;60:e173-e177

2）Sports Med. 2017;47:2521-2532

3）Hippocampus. 2017;27:229-234
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このページで起こすべきアクション

□身体活動の定義と目安について紹介します。

身体活動とは？

身体活動量の目安はどのくらい？

人が身体を動かすことを総じて「身体活動」といいます 1）。
身体活動は、日常生活における労働や家事などの｢生活活動｣と、
体力の維持・向上を目的とし、
計画的・継続的に実施される「運動」の2つに分けられます。

身体活動の目安

（18〜64歳向け）2）

身体活動量は活動強度と活動時間によって決まりますが、
その活動強度を表す単位をメッツといいます。

身体活動とは安静にしている状態より多くのエネルギーを消費するすべての動作のことを指します。

身体活動 ＝ 生活活動 ＋ 運動 とまとめることができます
基準値 2）

3 メッツ以上の生活活動を 1 日に 60 分行うことを目指し、
運動も上手に取り入れましょう。

生活活動

今より毎日 10分多く歩くことで、
死亡リスクや慢性疾患・がん・
ロコモ・認知症の発症リスクが
減少するといわれています 1）。

運 動

❶強さは？

❶強さは？

3メッツ以上

3メッツ以上

（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

❷時間は？

❷時間は？

細切れでよいので
1日の合計が60分

30分以上続ける
1週間の合計が60分

❸頻度は？

身体活動量 ＝メッツ×時間
（時）
例 : 1日に歩行
（3メッツ）
を15分、軽いジョギング
（6メッツ）
を30分した場合

+

●

息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う

1 日の
身体活動量

= 3.75

『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』
でも推奨されている
WHOより
『WHO身体活動・座位行動ガイドライン』が発行されています。“ちょっとした身体活動にも意味が
ある”とされており、仕事や運動だけでなく、余暇や移動、日常の生活活動、家事なども身体活動に含まれる
と定義されています。
また、座りすぎは心臓病、がん、2型糖尿病のリスクを高めることから、座りっぱなしの
時間を減らすことも強く推奨されています。

身体活動量はメッツを使って計算できます 1）。

6メッツ×0.5 時間

歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を
毎日60分以上行う

強度が3メッツ以上の運動を4メッツ・時/週

座って安静にしている 状態は 1 メッツ、
普通の歩行は3メッツ、
軽いジョギングは
6メッツに相当します。

週2日以上

あなたが行っている身体活動がどれくらいの活動量なのかチェックしてみましょう。

3メッツ×0.25 時間

強度が3メッツ以上の身体活動を23メッツ・時/週

18〜64歳の運動

1）厚生労働省. 18歳から64歳の人を対象にした身体活動指針（アクティブガイド）
：https://www.mhlw.go.jp/content/000656517.pdf
2）e-ヘルスネット（健康づくりのための身体活動基準2013）
：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-01-001.html

❸頻度は？

毎 日

18〜64歳の身体活動
（生活活動・運動）

●

（3メッツ＝普通に歩く時の強度）

。

1）

各活動のメッツ数の詳細は
こちらからご確認ください。

1 8〜64 歳で推奨されている身体活動量は、
３メッツ以上の身体活動を 1週間で合計2 3 メッツ・時です。
歩行数に換算すると1 日当たり8,000〜10,000歩
（ 3 メッツ以上の身体活動を歩行数に換算すると約 6,000 歩

実践する上での大切な考え方(Good Practice)
• 少しの身体活動でも、何もしないよりはよい。

• 推奨量を満たしていない場合でも、ある程度の身体活動により健康効果が得られる。

• 身体活動は少しずつ行い、
時間をかけて徐々に頻度、
強度、
持続時間を増やしていくべきである。
世界保健機関（WHO）
：WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

+ 意識しない3メッツ未満の歩行数2,000〜4,000歩 ）
相当となります。

2

5

1 ) 厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書
2) 厚生労働省. 18歳から64歳の人を対象にした身体活動指針（アクティブガイド）. https://www.mhlw.go.jp/content/000656517.pdf
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□どの程度の身体活動量が必要なのかをイメージしてもらいます。

身体活動とエネルギー消費量

行動変容とは？行動を変える場合、人は5つのステージを通ると考える

身体活動は、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての
動作を指します。この消費エネルギーは前ページの身体活動量から計算できます。

人が行動を変える場合は「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通
ると考えられています
（行動変容ステージモデル※）。
行動変容のステージを先に進めるためには、本人が現在どのステージにいるかを把握し、
それぞれのステー
ジに合わせた働きかけが必要になります。

以下の計算式と早見表を参考に、あなたが普段行っている身体活動がどれくらいの
エネルギー消費量になるのかチェックしてみましょう。

※行動変容ステージモデルは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルです。
その後、健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。

エネルギー消費量は身体活動量から計算できます。

エネルギー消費量
（kcal）
＝
身体活動量（メッツ・時）
×体重
（kg）
例 : ヨガ（2.5メッツ）
を30分、72kg の人が行った場合

2.5 メッツ×0.5 時間

×

エネルギー消費量

= 90 kcal

72kg

速歩

水泳

自転車

ゴルフ

3.0

4.0

8.0

4.0

3.5

6.0

8.0

7.0

活動時間

10分

10分

10分

20分

60分

30分

15分

20分

0.5

0.7

1.3

1.3

3.5

3.0

2.0

2.3

100

117

（軽い負荷）

体 重 別 エ ネ ル ギ ー 消 費 量（ 単 位：k c a l ）

実行期

維持期

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っていない

6ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

１ヵ月以内に
行動を変えようと
思っている

行動を変えて
6ヵ月未満で
ある

行動を変えて
6ヵ月以上で
ある

行動変容のプロセスは、順調に先のステージに進むとは限らず、前のステージに戻ってしまう
「逆戻り」
とい
う現象も起こり得ます1,2）。

50ｋｇの場合

25

33

67

67

175

150

60ｋｇの場合

30

40

80

70ｋｇの場合

35

47

93

80

210

180

120

140

93

245

210

140

80ｋｇの場合

40

53

107

163

107

280

240

160

187

各活動のメッツ数の詳細は
こちらからご確認ください。

行動変容をもたらすための取り組み
行動変容をもたらすための介入方法として行動変容技法がよく用いられています1-3）。行動変容技法には、情報
提供や目標設定、
セルフモニタリングなど93の技法があります4）。身体活動の増進に特に有効とされるものと
5-7）
して、目標設定 、セルフモニタリング1,5,6,8,9）、家族や友人からのソーシャルサポート1,6,10）などがあります。
1）Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838 2）Health Psychol. 2013;32:829-38 3）
Int J Behav Med. 2018;25:605-616
4）Ann Behav Med. 2013;46:81-95 5）BMC Public Health. 2015;15:958 6）Am J Mens Health. 2012;6:303-13 7）Health Psychol Rev. 2016;10:67-88
8）Health Psychol Rev. 2016;10:89-112 9）Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16:63 10）J Environ Public Health. 2012;2012:156435

健康寿命も意識してみる

1 回の身体活動で消費されるエネルギー量は、
体格・活動強度・活動時間によって決まります。つまり
「体重の重い人が」
「高い強度で」
「長時間行う」ほど、
エネルギー消費量は多くなります。

7

準備期

軽い
ランニング テニス
（シングルス）
ジョギング

普通歩行
活動強度（メッツ）

厚生労働省. 運動基準・運動指針の改定に関する検討会 報告書

関心期

1）e-ヘルスネット（行動変容ステージモデル）
：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-07-001.html
2）e-ヘルスネット（運動行動変容について）
：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise-summaries/s-07

身体活動で消費するエネルギー（早見表）

身体活動量
（メッツ・時）

無関心期

3

普段は健康であることの有難さを忘れてしまうことが多いですが、健康は生活や仕事をする上で欠かせない
基本です。健康であればいくつになっても色々なことにチャレンジできます。
「 健康寿命」
とは WHOが提唱し
た新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間をいいます。日本
では寝たきりの期間が欧米各国と比べて長く、6年以上にわたることが報告されており、健康寿命の延伸の
ためにも身体活動量を増やすことが欠かせません 1）。
健康日本21
（第二次）
の最終報告書では、
令和元年
（2019年）
の日本人の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳、
健康寿命は男性72.68歳、女性75.38歳であり、
引き続き健康寿命の延伸への取り組みが求められています 2）。
1）e-ヘルスネット（健康寿命）
：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/hale/ya-031.html
2）健康日本21（第二次）最終評価報告書（第3章）
：https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000998790.pdf
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ビジネスパーソン
（男性）編

このページで起こすべきアクション

□ライフスタイルに合わせた身体活動を提案します。

ライフスタイルに合わせた身体活動

最初は“「 早歩き」
も効果的ですよ”といったアドバイスから

まずは、
生活の中で、
今よりも少しでも身体活動量を増やしましょう。
例えば、
今より 10分（約 1,000 歩）
多く、
歩いてみましょう。

若いころにやっていたような運動強度の強いものを
「運動」
ととらえている方も多く、
「できない」
とあきらめて
しまいがちです。気づきを与えるような
「ヒント」として、いわゆる
「運動」だけでなく、
「早歩き」
など生活の一部を
意識的に少し変えるだけでも十分に効果が得られることを具体的に説明すると、身体活動量を増やすことを
「前向き」にとらえやすくなります。

座っている時間を減らすだけでも、
身体活動（強度は問わない）
アップになり、
健康効果が得られます。

通勤

自宅

仕事中

１つ前の駅で降りて

ウォーキングし、
駅構内は階段を使う。

いつもと違う道を使って、
歩く時間を10分
（約 1,000 歩）
増やす。
歩幅を広くする、
速く歩く。

遠くのトイレを使う。
30 分に 1 度は立ち上がる。
オフィスで運動する。

（コピー中に片足立ちするなど）
昇降式デスクなどを利用し、
立ちながら作業してみる。

（例）1 日のタイムスケジュール

休日は家族や友人と出かけて
身体を動かす。
近くの距離なら

自転車や徒歩で行く。

家事をてきぱきこなす、
家事の
合間に「ながら体操」
をする。
子どもの送り迎えの時に
+10分の散歩をする。
週に 1 回、
どこか
1ヵ所の大掃除をする。

ライフスタイルに合わせて上手に身体活動を取り入れていきましょう。
散歩、ジョギング、
ラジオ体操
通勤時
仕事中

休憩中

仕事中

帰宅時

上から目線はNG

「正論」
だけでコミュニケーションを行うとこじれることがあります。
受け手と同じ目線で、
できるだけわ
かりやすく語りかけます。
考え方を変えてもらえるように、
焦らず少しずつアプローチするようにします。

具体的なイメージを伝える

どうすればいいのか、
どこを目標にしたらいいのかを明確にした方が行動を起こしやすいので、
なるべく具体的な表現を心がけるようにします。

自身が気づいて、納得することが大切

自分で納得したことは、行動を起こそうとする意欲が高くなります。気づきを与えられるような「ヒ
ント」
をうまく伝えられると効果的です。
厚生労働省. コミュニケーションの手引き
（生活習慣の改善をうながすために）

こまめに動く、
階段を使う、
遠くのトイレを使う

キビキビと掃除や洗濯、
家事の合間に「ながら体操」
テレビを見ながら筋トレや
12：00 ストレッチ、友人とお出かけ

家事

“続かないプロセス”の存在に注意

休憩中

遠くのトイレを使う、
軽い体操をする
歩幅を広くする、階段を使う

歩いて買い物
子どもや孫の送り迎え

家事

20：00
ウォーキング、運動施設に通う、
テレビを見ながら筋トレやストレッチ
※病気やけがなどの影響で医師から運動を制限されている場合には、
その指示に従って下さい。

4

上手なコミュニケーションのポイント

6：00

早歩き、自転車通勤

散歩、食事に出かける

□まずは生活の中で少しでも身体活動量を増やすことを目標にします。

参考：厚生労働省. アクティブガイド- 健康づくりのための身体活動指針. https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpr1.pdf
世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

これから行動を起こそうとしている対象者、および行動を起こして間もないような対象者では、“続かない
プロセス”の存在に注意する必要があります。
このような行動を選択してしまう理由としては、
❶目標行動を習慣化することよりも、
健康診断の検査値や体重、
タイムなどの数値目標を重要視している。
❷「毎日あと1,000歩ずつ歩く」などの「段々と」運動量を増加させていく
（step-by-step）
という
概念がなく、些細な行動の効果を信じられないことがあげられています。
プロセス1

プロセス2

プロセス3

プロセス4

プロセス5

始める決心
をする

高い
目標設定

失敗する

自己否定

やめる

コミュニケーションの方向性としては、科学的に正しい情報を提供し、誤解を解いてあげることが重要です。
「低い目標設定でも十分効果があること」
を理解した上で、
まずは「身近な目標」
を設定し、
「できた」
という経
験を繰り返すことで自己効力感を高めながら、少しずつ目標を上げていくようにします。
すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）
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ビジネスパーソンのための健康な身体づくり
ビジネスパーソン
（男性）編

このページで起こすべきアクション

□対象者の身体活動の状況を確認します。
□どういった身体活動や運動を取り入れるのがよいかを
一緒に考えるためであることを伝え、
ありのままをチェックしてもらうよう促します。

「自分」
開発プロジェクト計画

自分はどのように変われるのかイメージしてもらう

現在の生活習慣の状況は？

①現状把握

まずは現在の生活習慣の状況を把握しましょう。

該当する項目にチェックしてください 1 , 2 )。

1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を
週 2 回以上実行していない
1 日の歩行時間は 1 時間未満だ
同世代の同性の人と比べて歩く速度が遅いほうだ
積極的に身体を動かすような工夫をしていない

現在の身体活動の状況が改善されると、自分はどのように変われるのかというように、将来をポジティブに
予想してもらうことが行動を起こす第一歩になります。
まず、自分の身体活動の状況を振り返ることで現状を認識し、
「 運動は足りてる？」
という気づきを与えます｡
どのような行動が身体活動量を低下させているのかについて一緒に整理することが行動につながります。

チェックがついた項目に対して、
どのような活動を、
どれくらい
取り入れればよいのか、
具体的な目標設定をしてみましょう。
座っている時間が長いと
死亡や心血管系疾患のリスクが上昇
することがわかっていますので 2 ）、
座りっぱなしの時間がどのくらい
あるかも確認してみましょう。

久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38

時間が取れない場合は「普段の生活」に+αの提案も

階段はあまり使わない

いわゆる
「運動」でなくても、身体活動量を増やすことはできます。時間が取れない時こそ、生活の一部を意
識的に少し変えてみることを提案してみましょう。

家から一歩も外へ出ない日がある
歩いて 5 〜 10 分のところでも歩かない

+αの提案

②目標設定

□意識的に「早歩き」
をしてみる。
□エレベーターやエスカレーターを使わず、階段を使ってみる。
□社内の連絡事項は電話や電子メールで済まさず、
相手の席に行って直接話すようにする。
□ランチタイムは少し遠くのお店を選んで、歩くようにする。
□休憩時間は外に出て、
オフィスの周りを歩くことを習慣にする。
□ちょっとした用事がある時は、車でなく徒歩で行く。
□目的地から一番遠い場所に駐車して歩くようにする。

身体活動を通じて実現したいことは？

どうなりたいか、
何をしたいか、
自由に書き出してみましょう。

身体活動における具体的な目標は？

生活活動と運動について、
いつ、
どんな活動を、
どれくらいするか、
期間に分けて具体的に書き出してみましょう。

※目標例

短期目標（3ヵ月）
ステージ 1

中期目標（6ヵ月）
ステージ 2

長期目標（12ヵ月）
ステージ 3

生活活動

仕事中、
いつもより
10分多く歩く
（エレベー
ターを使わない）

仕事中、
いつもより30分
多く歩く
（ 1つ前の駅で
降りる）

仕事以外でも家でステッパーを踏む
などして、
1日90分歩く

運動

歯磨き中、
スクワットを
10 回する

テレビを見ながら、
スクワットを20〜50回する

仕事終わりに、
筋トレ 15分、
ジョギング
15 分（1日計 30分）
を週 2 日する

どんな研究？

習慣化するまでにかかる時間は、平均 約 2ヵ月といわれていますが、
いきなり負荷の高い活動をすると約9ヵ月要するといわれています3) 。
習慣化するために 、段階的に運動量 を増やしていきましょう。

1 ) 久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38
3) Eur J Soc Psychol. 2010;40:998-1009
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2 ) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour

5

日本人における
座位時間と死亡の
関係を調査した研究 1）

WHOの『 WHO身体活動・座位行動ガイドライン』では、座りすぎにより死亡
日本でも同様に、35〜65歳の6万人
率が上昇することが指摘されています2）。
を超える日本人男女を対象とした多施設共同研究により、日中の座位時間が
2時間増えるごとに、死亡リスクは15.3%上昇することが報告されています 1）。

リアルワールドに
おける習慣形成の
モデリング 3）

日常生活における習慣形成のプロセスを調査するために、96例のボランティア
を対象に行動の習慣化に要する時間について検討が行われました。行動を
習慣化するために要した時間の中央値は66日であり、範囲は18〜254日で
した。
これにより、
習慣化するまでの時間にはかなりのばらつきがあること、
また、
非常に長い時間を要することが示唆されました。

1) J Am Heart Assoc. 2021;10:e018293 2) 世界保健機関（WHO）. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour
3) Eur J Soc Psychol. 2010;40;998‒1009
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ビジネスパーソンのための健康な身体づくり
ビジネスパーソン
（男性）編

このページで起こすべきアクション

□定期的に記録をつけることは身体活動の増進に有効であることを紹介します。
□「記録シート」
の活用をすすめます。対象者のタイプに合わせて、
無料のモバイルアプリによる記録も活用できることを紹介します。

「自分」開発プロジェクト計画
③計

計画書の作成

画

記録シートに目標数値などを記入しましょう。

年

月

目標

記 記入録 見
本
シ ート

生 活 活 動 ： 達成率80%以上

「日常生活で身体活動UP！私のアクティブライフプラン 専業主婦
（女性）
編」
「健康を維持して作業効率アップ！ビジネスパーソンのための健康な身体づくり
ビジネスパーソン
（男性）編」
と合わせてご活用ください。

日

付

1

2

○

○

3

4

5

6

7

計画（達成○、半分達成△、未達成 ×）

生活活動

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

仕事中
徒 歩
いつもより10分多く歩く

運動

・どんな運動
・どれくらい

歩数グラフ

○ △

○ ○

○

2/1～2/7の達成率80%以上

○ ○ △ ○ ○ ○ ○

朝
スクワット
30 回

・いつ

歩数

4,000
2,000

身体活動量

1 日の身体活動量（メッツ × 時間）

6

メッツ×

10

分÷60分 =

1

3.5 2 1.75 1.5 1.75 4.25 3

例: 普通歩行
（3メッツ）を30分行った場合
3メッツ× 30分÷60分＝1.5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

自己評価

仕事中は階段を使ったこと、
家では歯磨きのついでにスクワットしたことで
抵抗なく取り組めたことが達成につながった。
来月は徒歩をいつもより15分以上、
スクワット50回以上を目指す。

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

※ 達成 ○、半分達成△、未達成×

各運動強度（メッツ）
の一覧表を確認し、
日々の身体活動量を算出して記入しましょう。

翌月に向けて月末に振り返り、
目標や
計画の実行度合いを確認しましょう。

毎日の活動実績を記録シートに記入

スマートフォンで記録ができる無料のヘルスケアアプリも
あるので活用しましょう。歩数計
（万歩計）、
ウェアラブルデバイスを
お持ちの方は、
それらも役立ちます。

目標を立て、
記録をつけることが大切です。

6

21

上段に計画の実行度合いを○△×で記入し、
下段には週ごとに実行度合いについて
自由に記入してみましょう。

例）1日に歩行（3メッツ）
を15分、
軽いジョギング
（6メッツ）
を30分した場合
3メッツ×0.25 時間 + 6メッツ×0.5 時間 = 身体活動量 3.75

今月ほぼ目標を達成することができた。

行

10

記録による習慣化ー「記録シート」の活用を提案する
定期的に記録をつける方法は、セルフモニタリングの一種であり、身体活動の増進に有効です。セルフモニ
タリングによる介入は、座りっぱなしの時間を有意に減少させますが、客観的なセルフモニタリングツール
が使用された場合にのみ効果があったことが報告されています1）。日々の身体活動の状況を紙に記入して
記録するほか、最近は無料のモバイルヘルスケアアプリも充実していますので、対象者のタイプに合わせて
続けやすい方法を提案してみましょう。
参考

モバイルアプリベースの健康増進プログラム

成人の健康を促進するためのモバイルアプリによる介入を評価したランダム化比較試験を対象としたシス
テマティックレビューでは、すべての試験でモバイルアプリ使用は非使用に比べ食事や身体活動などの
健康行動の改善に有効であることが示されています2）。モバイルヘルスケアアプリはウェアラブルデバイスと
連携したり、ほかの健康アプリと連携したりすることで、日常生活や運動を管理できるほか、座位時間や水分
摂取量などの生活情報から体調の変化を客観的に確認できるので、健康づくりのために上手に取り入れ
るとよいでしょう。
1）Int J Behav Nutr Phys Act. 2019;16:63

男性において身体活動量の増加が報告されている取り組み
男性の身体活動量を増やすには、家族や仲間と目標を共有し、一緒に活動したり、オンラインやモバイル
プラットフォームを使用するなど、興味や好みに合った介入が有効である可能性があります。

グループベースの
身体活動（GBPA）
介入の効果1）

様々なGBPAに関する研究のレビューでは、対象や介入期間、頻度、プログラム
の内容などは様々であるものの、
どのような人にとっても身体活動の増進におい
てGBPAが効果的であることが示されました。

男性における
職場の身体活動
介入の効果2）

システマティックレビューでは、男性における職場の身体活動介入の効果に関す
るエビデンスは限定的であることが示されました。身体活動の増加が認められ
た介入の種類は、教育＋カウンセリング、
インストラクター主導の運動、カウンセ
リング＋家族の関与＋職場環境の変化、職場環境の変化＋ワークショップ、
インタ
ラクティブなWebベースのプログラム（目標設定やセルフモニタリング、
フィード
バックなど）の使用でした。

座りがちな時間を
減らすために
できること3）

システマティックレビューでは、座りがちな（座るまたは横になる）行動を減少さ
せるための介入として、環境の再構築、説得または教育に基づく介入が最も効果
的であり、セルフモニタリングや目標の段階的な達成および社会的または物理
的環境の再構築も効果的であることが示されました。

1）BMC Public Health. 2015;15:958

13

2）Int J Environ Res Public Health. 2018;15:2838

※算出方法

※詳細はP3をご参照ください。ヘルスケアアプリなどもご活用ください。

④実

9

運動

歩数計
（万歩計）
などを利用して日々の歩数を
記入しましょう。グラフ化することで変動が
可視化されモチベーションへとつながります。

8,000
6,000

6000

8

記録シートはこちらから
ダウンロードできます。

2/1～2/7の達成率80%以上

10,000

1 日の目標歩数

□家族や仲間と活動を共有することが継続につながることを説明します。

2）Am J Mens Health. 2012;6:303-13

3）Health Psychol Rev. 2016;10:89-112
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ビジネスパーソンのための健康な身体づくり
ビジネスパーソン
（男性）編

このページで起こすべきアクション

□今回の面談内容の整理と設定した目標のおさらいをします。
□次回の面談につなげられるように、記録表の持参を促します。

「自分」
開発プロジェクト計画
④実

行（つづき）

どんな研究？

家族や仲間と活動を共有

ヒスパニック系成人における身体活動介入のシステマティックレビュー

家族や友人、
運動サークルなど、
周りの人からの協力が身体活動の
継続につながります 1）。

ヒスパニック系成人における既存の身体活動介入に関する報告を対象に、
システマティックレビューが行われま
した。本レビューにより、身体活動の動機づけには社会的支援が不可欠であり、
ウォーキンググループやエアロ
ビクス・ダンスグループへの参加など身体活動を行う環境や機会を整えることが重要であることが示されました。
J Environ Public Health. 2012;2012:156435

⑤結果・次の
目標設定

専門職からの支援・フィードバックも助けになる

定期的に身体活動量を見直し、目標と計画の

専門職からの情報提供や教育、
カウンセリングなどの支援や、身体活動の記録や目標に向けたフィードバック
も、身体活動を増加させる助けになります。定期的に状況を確認してフィードバックを行ったり、必要な情報
提供を行う、目標までの明確な道のりを提示するなど、対象者の方々が身体活動を継続できるよう、コーチ
のように寄り添って支援しましょう。

妥当性について自己評価してみましょう。

生活活動・運動量の評価

座りがちな行動を減らすための職場外での介入 1）

生活活動・運動量はどれくらいでしたか。
目標値を達成しましたか。
次回の面談時に
記録したものをお持ちください。
一緒に次回の目標について
考えましょう。

60歳未満の成人の座りがちな行動を減らすための職場外における介入の効果を評価したシステマティック
レビューが行われました。13の研究において、セルフモニタリングやフィードバックがある個人モニタリング
デバイスの使用、情報提供や教育、
カウンセリング、毎日のテキストメッセージ送信などの介入により、座りがち
な行動が減り、身体活動が増加することが示されました。

結果の分析
達成の要因は何ですか。
未達成の場合、原因は何ですか。
他に追加・見直すべき点はありますか。

座りがちな時間を減らすためにできること2）
P14をご参照ください。

改善策を講じて実行

1）Cochrane Database Syst Rev. 2020;7:CD012554

2）Health Psychol Rev. 2016;10:89-112

今回の結果を次回どのように生かしますか。
次回の目標値を設定しましょう。
1 ) J Environ Public Health. 2012;2012:156435

「できた」
という成功経験を繰り返すことで自己効力感を高める

相談窓口

ある行動をうまく行うことができるという
「自信」のことを「自己効力感（セルフ・エフィカシー）」
といいます。
自己効力感が高いほど、その行動をするための努力を惜しまず、失敗や困難を伴ってもあきらめにくいと考
えられています。つまり、
「 身近な目標」
を設定することで
「できた」
という経験を繰り返し、
「 自信」
をつけるこ
とが行動の継続に重要となります。
7

行動を起こせた後も、目標の達成度合いやライフイベントなどの変化によって、
目標を柔軟に見直していく必要があります。次回面談時に記録表を持参するよう促し、
対象者が適切な身体活動量を維持できるように支援しましょう。
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すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査業務（すこやか生活習慣国民運動のターゲット選定に関する調査事業）
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