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概要
背景と目的
理・美容院は地域に多く点在し、人々が定期的に足を運ぶ場所である。また違和感を
覚えることなく身体に触れられる職業である。この領域に保健医療が融合し、ケアの介
入や定期的な健康チェックができれば、病気を未然に防ぎ健康寿命を延伸し、将来的に
病気になる者が減少しひいては病院の負担も減るのではないかと考えた。また、テクノ
ロジーの利用により課題解決しやすくなるのではとも考えた。さらに、地域資源の活用
がうまくでき高齢社会という共通課題をもっているタイランドと国際共同研究を行う
ことで、日本が失ってしまった、かつ、日本がこれから必要としている部分を学べると
考えた。よって、本プロジェクトの目的を、「タイランドおよび日本における理・美容
院での健康に関する意識と現状を把握し、テクノロジーを活用しつつ実際に健康チェッ
クや健康指導に効果があるかを検証する」とした。

方法と結果
第 1 段階として、タイランドと日本で、合計 200 院を対象に、アンケート調査を行
った。「健康に対する意識」「健康に関連してすでに提供していること」「保健医療との
共同の可能性」について調査した。結果として、特に日本において、健康に対する意識
がとても高い理・美容院が存在し、すでに「健康に関する悩みを聞く」「リラクゼーシ
ョンの提供」「頭皮・頭髪からの健康チェック」などを行っていた。保健医療との共同
の可能性もあるという認識も得られた。
第 2 段階として、日本の合計 5 院において、客（50 名程度）を対象に、フレイル（身
体の弱さ）などを改善する取り組みを行った。フレイルなどの評価には電子化された媒
体を開発し活用した。その結果、院の責任者としては信頼のある情報と評価方法を提供
できることへの満足度が高く、客としては自身のフレイルの状態に興味が高く、実際年
齢に関係なくフレイルの状態である者がいることもわかった。テクノロジーの活用は評
価の結果を迅速にフィードバックできるという利点がある一方で、高齢者の電子端末利
用における課題もあることが明らかになった。
その他として、①両国の高齢者や理・美容院の現状に関する現地調査、②両国の研究
者交流、③両国の理・美容師交流、④両国の高齢者交流、⑤両国の文化理解を行った。
その結果、高齢者がどのように生きるか、理・美容師の職業に対する誇り、アジア国と
して共通する点（高齢者を尊敬し大切にする）、両国の強み（タイランドは地域資源の
活用、日本は高齢でも生きられる環境）が理解できた。
成果と波及効果
成果は、①学会発表 2 件（国内全国と海外国際学会）、②県政への発信 2 件（健康づ
くり人材の多様な働き方研究事業と科学技術振興事業）、③メディア関連 2 件（ニュー
ス報道とラジオ紹介）、④国際共同ワークショップ 4 件（自大学にて 2 件、タイランド
にて 2 件）であった。波及効果として、今後、理・美容院でのフレイルチェックは簡便
なため、この取り組みを日本全国において波及させていきたい。また、さらなる資金を
獲得しタイランドにおいても人々が健康に生きられるための活動を推進していく。
【研究資金】トヨタ財団

2015 年度

研究助成金（2 年間、660 万円）
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I. はじめに

日本の問題として、2025 年に高齢化率が 30%となり、少子高齢化により、介護人材
の不足や介護保険などの行政によるサポートは明らかに不足の状況となる。地域でいか
に健康寿命を延ばすことができるかが重要な課題である。タイランドでは、高齢化率
は 9%とまだ数値的には低いが、年々高まっており、自宅での介護が主流のため政府と
しても将来的な高齢社会は課題としてとらえ、日本における超高齢社会に関する研究へ
の関心が高まっている (Hsu et al, 2015)。代表者（眞壁）は、すでに国際的な共同研究
の経験があり、タイランドをよく理解し、良好な関係を築いてきている。日本とタイラ
ンドでは、環境・文化が全く異なるが、アジアとしての共通点も生かして、共同するこ
とで、さらに国際的な視野が広がり、世界に広く発信できると考える。

理・美容院とケアとの融合は多くはみられない。理・美容院は、地域に点在し、人々
が定期的に足を運ぶ場所である。理・美容師は、人々に違和感を覚えられることなく身
体に触れられる職業であり、この触れることを通してケアの提供ができる。また、人々
が定期的に通う強みを活かし、健康状態のモニタリングをできるようになれば、健康維
持や病気を未然に防ぐことができ、今後、将来的に病気になる者が減少し病院への負担
が減るのではと考えた（図 1 参照、6 ページ）。先行研究として、アメリカ合衆国では、
黒人男性の病院受診率をあげるために、理容師をトレーニングして、高血圧症や前立腺
肥大症の早期のスクリーニングを実施し必要な場合は病院を紹介するという試みを行
っている (Luque et al, 2014)。このアメリカの状況と日本の状況とでは課題背景は異な
るが、日本においても理・美容院とケアとを融合させることは可能だと考える。

しかし、理・美容師の仕事はとても忙しい職種である。彼らの時間を割くということ
は、直接的に収入にも影響を及ぼす。よって、理・美容師に極力負荷のかからない方法
を取らないと、いくら画期的な介入であっても波及効果は小さい。そこで、テクノロ
ジーを使うことでこの課題が解決できないかとの発想に至った。インターネット、ス
マートフォン、タブレット、電子データなど、近年のテクノロジーはこれまで世の中の
様々な課題を解決してきた。よって、本プロジェクトにおける、理・美容院での健康チ
ェックや健康情報の提供などの情報交換プラットフォームに必要な要素技術を検討す
る必要がある。
5

高齢者の健康が維持されれば、病気になって病院にかかる患者数を減らすことができ
る。病気になってから治療するのではなく、未病で抑える予防医学に貢献できる。とく
に、がん、糖尿病、高血圧、認知症などは、重い症状が出てからでは生活に及ぼす影響
が大きいため、身体活動量を高めることで予防することや早期に発見することが重要で
ある。理・美容院が病院に来る前の前段階として、予防医学に貢献できることが明らか
になれば、全国に多くの拠点があることや、人々が定期的に通うという強みを活かせれ
ば、その波及効果は大きいと考える。社会システムそのものを変えられる可能性があ
る。

よって、本プロジェクトでは、１）タイランドおよび日本における理・美容院での
健康に関する意識と現状を把握、２）テクノロジーを活用しつつ実際に健康チェックや
健康指導に効果があるかを検証、３）タイランドと日本において互いによく理解し自国
の強みと課題を明らかにするということを目的とした。

凡例
可能性
実在する強み
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II. 実施内容・方法

【プロジェクト期間】：2016 年 5 月～2018 年 4 月（2 年間）

【実施機関】：秋田大学、スラナリー工科大学、チェンマイ大学

主軸として、「高齢者が健康に生きるために理・美容院が活用できるか」という部分
を大切にしながら、以下の 3 領域でプロジェクエトを進行させた。タイランドおよび日
本における理・美容院での健康に関する意識と現状の把握として、両国における理・
美容院の現地視察の後にアンケート調査を行うことで明かにすることとした。 テクノ
ロジーを活用しつつ実際に健康チェックや健康指導に効果があるかを検証 として、日
本においてアンケート調査にて研究協力を募った院において健康チェックや健康に関
する情報を、実際にテクノロジーを活用して提供し、その効果や情報交換プラットフォ
ームの要素技術を検討することとした。そして、タイランドと日本において互いによ
く理解し自国の強みと課題を明らかにするとして、両国の高齢者の現状を現地視察や
ワークショップなどをとおして共有し、研究者のみならず両国の理・美容師の交流も行
うことで明らかにすることとした。（図 2 参照）。

次ページより詳細を述べる。
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1. タイランドおよび日本における理・美容院での健康に関する意識と現状の把握
1） 現地視察
（1） 日本の研究者（看護研究者 3 名と作業療法研究者 1 名）によるタイランドへ
の視察
① 時期：2016 年 5 月（1 週間）
② 内容：
⚫

スラナリー工科大学とチェンマイ大学を訪問した。

⚫

地域に根差した理・美容院を 2 ヵ所訪問した。タイランドでの理・
美容師の職場環境や健康に関する意識を聞き取り調査した。

⚫

地域に住む高齢者を訪問した。地域の環境や高齢者の諸問題に関し
て聞き取り調査した。

（2） タイランドの研究者（看護研究者 2 名と作業療法研究者 2 名）による日本へ
の視察
① 時期：2016 年 6 月（1 週間）
② 内容：
⚫

秋田大学を訪問した。

⚫

地域に根差した理・美容院を 2 ヵ所訪問した。日本での理・美容師
の職場環境や健康に関する意識を聞き取り調査した。

⚫

地域に住む高齢者を訪問した。地域の環境や高齢者の諸問題に関し
て聞き取り調査した。

（3） タイランドの研究者（看護研究者 1 名と作業療法研究者 2 名）と理・美容師
（2 名）による日本への視察
① 時期: 2018 年 3 月（1 週間）
② 内容:
⚫

秋田大学を訪問した。

⚫

研究協力している理・美容院を訪問した。理・美容の技術交流と互
いの情報交換を行い、日本の超高齢社会について伝えて、本プロジ
ェクトの紹介をした。
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（4） 日本の研究者（作業療法研究者 1 名）と高齢者（2 名）によるタイランドへ
の視察
① 時期：2018 年 3 月（4 日間）
② 内容：
⚫

チェンマイ大学を訪問した。

⚫

タイランドの高齢者と交流した。

⚫

タイランドの介護予防対策を体験した。

⚫

日本の介護予防対策を紹介した。

2） アンケート調査
① 時期：2016 年 9 月～2017 年 3 月
② 対象：
⚫

タイランドにて理・美容院 100 店舗（各院の責任者 1 名と客 2 名）

⚫

日本にて理・美容院 100 店舗（各院の責任者 1 名と客 2 名）

③ 調査内容：
⚫

院の責任者には、性別、年齢に加えて、健康に関する認定書の有無、これま
での健康に関する経験、実際に提供している健康関連のサービスや商品の内
容、今後の希望する内容を調査した。

⚫

客には、性別、年齢、健康状態、院で提供してもらっている健康関連のサー
ビスや商品の内容、今後の希望する内容を調査した。

④ 倫理的配慮:所属施設の倫理審査委員会の承認を得て行った。

2. テクノロジーを活用しつつ実際に健康チェックや健康指導に効果があるかの検証
1） 身体活動量尺度の電子化
① 時期：2017 年 1 月～7 月
② 対象：既存の紙媒体の身体活動量尺度
③ 方法：
⚫

IT 専門業者に Web 媒体の入・出力システムを開発した（図 3 参照）。

⚫

QR コードからもアクセスできるようにした。

⚫

入力した後、速やかに結果をメールアドレスに返すシステムとした。

④ 倫理的配慮:所属施設の倫理審査委員会の承認を得て行った。
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2） 日本における理・美容院でのフレイル（身体の弱さ）と身体活動量のチェック
① 時期：2017 年 8 月～2017 年 8 月（継続中）
② 対象：理・美容院 5 店舗における客 50 名ほど
③ 方法：
⚫

来院時にフレイル（身体の弱さ）と身体活動量を評価した。

⚫

フレイルとは身体の弱さのことで、フレイルの状態になると容易に介護状態
に陥りやすいことを示し、フレイルの存在は病気の悪化や、転ぶ危険も高く
なる。しかし、運動などにより改善される可逆的な状態でもあることを伝え
た（資料１、31 ページ）。

⚫

身体活動量の効果や改善方法などを伝えた（資料２、32 ページ）。

⚫

次回来院時に再度フレイル（身体の弱さ）と身体活動量を評価した。

⚫

フレイルと評価された方には最寄りの地域包括支援センターを紹介した。

④ 倫理的配慮:所属施設の倫理審査委員会の承認を得て行った。
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3） 情報交換プラットフォームの要素技術の検討
本プロジェクトにおける情報交換プラットフォームとは、理・美容院において、
客のフレイルや身体活動量の評価を行うことによる情報の入手と、その評価のフィ
ードバックとしての情報の提供、そして、フレイルや身体活動量の改善に関する知
識の提供、フレイルの方には地域包括支援センターの紹介といった情報のやり取り
のことを示す。
要素技術とは、様々な電子機器（タブレット、パソコン、スマートフォン、電子
ペンなど）、紙媒体（パンフレット、紙媒体の質問紙など）、アクセス方法（Web 媒体、
アプリ、インターネット、QR コード）、人（理・美容師）などを示す。

① 時期：2016 年 7 月～2018 年 4 月
② 方法:
⚫

様々な電子機器について検討し、使用の結果で利点や欠点を検討する。

⚫

紙媒体について検討し、使用の結果で利点・欠点について検討する。

⚫

様々なアクセス方法について検討し使用の結果で利点・欠点について検討する。

⚫

人（理・美容師）の役割などを検討する。

3. タイランドと日本において互いによく理解し自国の強みと課題を明らかにする
1） 現地視察
具体的な視察時期は 8－9 ページに記載したとおりである。両国を理解する上で
さらに工夫した点を以下に述べる。
⚫

両国の文化（宗教、価値観、国民性など）を、本プロジェクトをとおしての
やり取りをする中で深く理解する。

⚫

気候や食事、生活の仕方を理解する。

⚫

理・美容師の価値観や職業的な特徴を理解する。

⚫

時間感覚（約束した時間の守り方、生活の中での時間の流れ方など）を理解
する。

⚫

電子機器の使用状況や普及状況を理解する。
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2） 国際研究ワークショップなど
両国の研究者において、互いの研究活動を理解し合い、さらなる共同研究の可
能性を探り、若手研究者や学生・院生の交流を深めることで、日本においてはグ
ローバルな視点を強化すること、タイランドにおいては日本の良さをさらに深く
知ってもらうことなどを意図した。
（1） 高齢者に関する研究について
① 時期：2016 年 5 月
② 場所：秋田大学
③ 内容：三大学の研究者がこれまでの高齢者に関する研究成果を発表した。
質疑・応答をとおして、研究内容を深く理解した。

（2） 身体活動量に関する研究について
① 時期：2016 年 6 月
② 場所：チェンマイ大学
③ 内容：秋田大学でのこれまでの身体活動量や生活リズムに関する研究成果
を発表した。質疑・応答をとおして、研究内容を深く理解した。

（3） 研究資金獲得について
① 時期：2016 年 6 月
② 場所：スラナリー工科大学
③ 内容：トヨタ財団研究助成の獲得の経緯やコツなどを発表した。今後の研
究費獲得に向けての意見交換を行った。

（4） 理・美容院プロジェクトについて
① 時期：2018 年 3 月
② 場所：秋田大学
③ 内容：タイランド 2 大学のこれまでの画期的な取り組みの紹介と、本プロ
ジェクトである理・美容院プロジェクトの報告を行った。グループ
ワークを行いさらなる画期的なアイディア（超高齢社会対策）を生
み出した。

12

III. 結果

主軸として、「高齢者が健康に生きるために理・美容院が活用できる可能性がある」
という結果を導いた。タイランドおよび日本における理・美容院での健康に関する意
識と現状の把握として、全ての理・美容院に該当するのではないが、特に日本におい
て健康に対する意識が高い院が存在した。すでに、客の健康状態をチェックし、時には
異常に気付き病院受診を勧めるなどの経験があることが明らかになった。今後の保健医
療との共同に意欲を持っている院があることもわかった。
テクノロジーを活用しつつ実際に健康チェックや健康指導に効果があるかを検証と
して、保健医療と共同した理・美容院での健康チェックや健康に関する情報の提供には、
客への信頼感や院の責任者にとっても信頼のある情報と評価方法を提供できることへ
の満足度が高いことが明らかになった。テクノロジーによってデータ入力・出力への最
大限の簡略化が得られたが、実際に客が端末を利用して入力するとなると、端末の種類
による弊害や情報受信方法への課題が明らかになった。理・美容師が主体的にかつ簡便
に客に情報を提供することの方が実践可能であることも明らかになった。
タイランドと日本の強みと課題に関しては、アジアならではの共通点として、高齢
者を尊敬し大切にするということが改めて確認することができた。様々な職種がどうし
たら高齢になっても生きられる
かについて真剣に考え、活動して
いることも明らかになった。タイ
ランドは資金面での課題がある
ため地域資源を活用することに
長けている。日本は安全な環境や
資金面でのゆとりなどから高齢
になっても生きられる国である
ことがわかった。
（図 4 参照）
。

次ページより詳細を述べる。
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1. タイランドおよび日本における理・美容院での健康に関する意識と現状の把握

1） 現地視察

タイランドの高齢者は、国として財政的な問題もあることから、地域の高齢者同
士が共に支え合うことが主となっていた。保健医療の学生が行う実習そのものが地域
資源を円滑に活用するための介入となり、研究者は地域の活動にアドバイスをする形
で関わり、その関わり自体を研究につなげていることが明らかになった。
タイランドの理・美容師は、資格は 1 週間などの短期間の研修で得られる場合や、
数カ月単位での研修の後に登録制度によるしっかりとした資格を得ている場合と、
様々な背景があった。院は地域の人々が集う場所にもなっており、常連の客のことを
よく理解ししていた。しかし、健康に関する意識としては、高齢化率が低いこともあ
ってか、一般的な健康というよりも、理容や美容に特化したサービスを主に提供して
いることがわかった。

日本の高齢者は、超高齢社会ということから、地域の過疎化や人口減少も加わり、
若者の少ない状況の中で、地域の高齢者同士が共に支え合っていた。日本政府による
介護保険や、小規模多機能型居宅介護、地域包括ケアセンターなどのシステムも活用
しながら介護が必要な状態に対してのサービスが提供されている。しかし、今後、財
政的なこととさらなる高齢化により国のシステムだけでは対応しきれない状況にあ
ることが明らかになった。
日本の理・美容師は、3 年の専門学校を卒業後に国家資格を取得するシステムであ
った。教育内容には、頭皮や毛髪の健康に関する知識や、東洋医学としてのツボと健
康に関することも学んでした。以前は地域の人々が集う場所ともなっていたが、近年
では人々の生活が忙しくなり予約制の院が多いことも明らかになった。健康に関する
意識としては、高齢化率が高いため、客だけでなく院の責任者自身も高齢化しており、
自然と話の内容が健康に関することになるとのことであった。頭皮や頭髪の健康状態
と一般的な健康との関連に関する知識なども、様々な理・美容関係の機械やシャンプ
ー剤の販売業者の勉強会などをとおして学習していることが明らかになった。
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2） アンケート調査
合計 200 店舗（タイランド 101 店舗、日本 99 店舗）の協力が得られた。院の責
任者の属性としては、院の種類としては、理容院（46％）、美容院（43％）、混合（11％）
で、年齢は 52±14 歳（平均±標準偏差）で、女性（57％）であった。国別の属性
の比較として、院の種類や性別には有意差がなく、日本の方が年齢は有意に高齢（平
均、タイランド 45 歳、日本 59 歳）で、教育年数が長かった（平均、タイランド 9
年、日本 12 年）。
健康に関して提供しているサービスの現状として、両国が行っていることとして
は、
「話を聞く」
「日常生活に対してのアドバイス（睡眠、ストレイス対処方法など）」
であった。タイランドが有意に行っていることとしては、「地域の人々が集う場所
として提供している」「栄養に関してのアドバイス」であった。日本が有意に行っ
ていることとしては、
「リラックスできる場所としている」
「マッサージ（首と肩）」
「頭皮・頭髪状態のチェック」
「病気についての話を聞く」
「身体の障害に合わせて
対応する」であった。
さらに、日本の理・美容師においては、これまでに、客の異常の発見（皮膚疾患、
耳鼻科、甲状腺、頭痛、精神的変化など）をし、病院受診を勧めた経験があること
がわかった。健康に関する意識としては、両国において約半数の理・美容院が「保
健医療との共同があれば良い」と考えており、そして、日本の方が有意に「理・美
容院が人々の健康の維持・増進の貢献できる」「健康増進に関する新たな商品やサ
ービスがあると良い」と考えていることが明らかになった。

2. テクノロジーを活用しつつ実際に健康チェックや健康指導に効果があるかを検証

1）

身体活動量尺度の電子化
既存の紙媒体の身体活動量尺度を電子化する上で、医療系学生を対象に信頼性と妥

当性を検証した。結果として（次ページの図 5、図 6 参照）、24 名（男性 83％）の協
力が得られた。年齢（平均±標準偏差）は 22±2 歳、BMI は 22±3 であった。信頼性
では、「合計」は r=0.85 (p<0.01)、「通勤・通学」「レジャー（スポーツ）」「仕事・
学業」にて有意な相関がみられた。妥当性では、
「合計」は r=0.50 (p<0.13)、
「通勤・
通学」
「レジャー（スポーツ）」
「家事」
「仕事・学業」にて有意な相関がみられた。よ
って、電子化した身体活動量尺度は信頼性・妥当性があると証明された。
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2） 日本における理・美容院でのフレイル（身体の弱さ）と身体活動量のチェック
54 名の参加あり（男性 18％、女性 82％）。年齢は平均 55 歳（最小値 40 歳、最大
値 77 歳）で、仕事あり（70％）、専業主婦（23％）、仕事なし（7％）であった。一
般的な健康状態としては、BMI（平均 22）、身体の痛いところの数（平均 2.5 ヵ所）、
病気あり（43％）であった。生活習慣としては、眠れる（76％）たばこ吸わない（99％）、
飲酒しない（44％）であった。フレイルの評価は、フレイル（7％）、プレフレイル
（58％）、正常（35％）であった。身体活動量合計の平均は 4897 点であった。

図7

フレイルの状態

図8

身体活動量の状態

現時点で、2 度目の評価には 7 名の協力があり（男性 2 名、女性 5 名）、年齢は平
均 60 歳（最小値 47 歳、最大値 77 歳）であった。2 回目の評価 1 回目と比較して、
プレフレイルの状態が減り正常が増える傾向がみられ、身体の痛いところの数も減
る傾向がみられた。睡眠状態がよくなっていた者もいた。身体活動量、BMI、は変
化がなかった。

図9

身体の痛みの数の変化
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3） 情報交換プラットフォームの要素技術の検討
理・美容院において、保健医療に関する介入を行っていくうえで、どのように客
から情報を得て、情報を提供するのかを検討した。理・美容師は忙しく、もともと
専門性がことなるため保健医療の正しい知識を備えていない。将来的に、エビデン
スに基づいて情報を得て提供するための仕組みを考えるうえで、情報の交換そのも
ののシステムを検討した。
この件に関する包括的な結果としては、客自身のスマートフォンかつ Web 媒体の
評価表を利用しての健康チェックは、40－50 歳代においては可能であって、それ以
上の年代では紙媒体の評価表が利用可能だった。管理者（研究者・データ分析者）
にとっては、Web 媒体の評価表は、データの正確性を向上させ、データ入力がスム
ーズになり、かなり活用性の高いプラットフォームであった。本プロジェクト開始
前には、理・美容師にはフレイルと身体活動量に関する十分な知識を提供した。場
合によっては、研究者がデータを得ることができなくても、理・美容師を介して、
客自身が自己の健康状態を把握することができていた。以下に詳細を述べる。

電子ペンは、ワイヤーレスで一見普通のボールペンのようにみえる。専用の紙に
印刷した質問紙に記入して回答すると、ブルートゥースなどを介してパソコンにデ
ータが転送される。ペン自体に一定程度のデータを保存して、溜まったデータをパ
ソコンにまとめて移すこともできる。しかし、専用の紙が高価であることや、ペン
自体が通常のボールペンよりも約 2 倍の太さのため、書きにくさが生じると予測さ
れたほか、定期的にデータを収集するか、近くにパソコンを置いておかないとデー
タが転送されないことは課題と考えた。よって本プロジェクトでは使用しなかった。
アプリは、スマートフォンやタブレットなどにダウンロードし、使用そのものは
インターネットに接続されていなくても使用できる。評価した結果のフィードバッ
クもアプリの機能内で画面に映し出し対象にフィードバックできる。得たデータな
どもインターネットを介して管理者がタイムリーに取得できる利点がある。しかし、
開発には最低でも 100 万円、デザインや機能によってはそれ以上の価格が予測され
た。よって、本プロジェクトでは使用しないこととなった。
タブレットは、スマートフォンよりも画面が大きくみやすい。字が大きくなるた
め高齢者にはよいと思い使用したが、タブレットにも様々な機種がありそれぞれ固
有の使用時の特徴があり、普段使用している自身のスマートフォンと使い方が違う
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と入力が難しいということが生じたため、途中で使用が困難となった。理・美容師
が客の代わりに入力するという対策も取ったが、業務が忙しい中でこれを継続する
のは難しく使用を中断することとなった。
スマートフォンは、客が日頃使い慣れた機種である。しかし、高齢者の多くは高
齢者専用のスマートフォンで、パソコンからのメールの受信拒否（評価のフィード
バックをメールアドレスに送っていた）設定をしていた。自身でのこの設定の解除
は難しく、電話会社に赴き解除してもらうや、このことが原因で本プロジェクトに
参加しないなどの弊害が生じ、途中スマートフォンの使用を中止した客がいた。40
歳代や 50 歳代の客は継続できていた。
パソコンは、ノートタイプやデスクトップタイプなどがある。理・美容院での使
用はないが、管理者として研究者がデータをダウンロードするためにもともと使用
した。客がデータを入力すると 1 秒もの差もなく速やかにそして全くの間違いもな
く管理者はデータを取得することができる。管理者としては、パソコンや扱いやす
く作業効率も良いという結果となった。

Wi-Fi は、携帯可能なものを本プロジェクトでは用意した。理由は院内に Wi-Fi
環境がないため、我々が用意したタブレットを使用する上で必要であった。また、
訪問理・美容をする上で、訪問先でもタブレットが使用できるようにといった理由
で使用した。しかし、前述したようにタブレットの使用が途中でうまくできず Wi-Fi
の使用も一緒に中断したケースがあった。また、院によっては電波の理由と推測さ
れる障害があったケースもあった。
電話会社によるインターネット機能は、客がスマートフォンを使用した場合に、
自身の契約しているネット機能を使用してもらった。繋がりの面では全く問題なく
使用できた。客の支払っている利用料金として負担されている。しかし、通信され
るデータ量は数十 KB レベルのため、動画利用時などのデータ量と比較するとかな
り小さな通信料ということが明らかになった。
Web 媒体は、フレイルと身体活動量を評価する上で、Web 媒体のプラットフォー
ムを開発した。入力内容は、数字、アルファベット、選択のみで、なるべく単純に
した。この開発により、入力ミスが減り、データはどこで入力されても、管理者は
瞬時に入手できる。管理者がデータ入力する必要もない。結果のフィードバックも
速やかに客に送られる。本プロジェクトの途中で、紙媒体でのデータを管理者が代
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理で入力する状況となったが、この時においても、データ入力のスピードが通常の
入力よりも約 10 倍速くなり、ミスもなく円滑にできることが明らかになった。
QR コードは、前記の URL にアクセスするうえでアドレスを入力する手間が省け
ると考えて使用した。スマートフォンに QR コードを読み取るアプリを備えてさえ
すれば、かざすことでスムーズにアクセスする URL を取得することができた。

紙媒体の質問紙は、客がスマートフォンを持っていなく、メールアドレスが無く
ても参加ができた。電子媒体ではアラート機能により防止されていた記入漏れにお
いては、記入時に記入漏れが時々見られていた。しかし、理・美容師が記憶してい
る情報であれば、データ回収時に記入漏れ部分を補足できた。しかし、データを収
集するには実際に理・美容院に訪問する必要があった。また、研究者がデータ入力
をする必要もあった。
紙媒体パンフレットは、客に本プロジェクトを紹介するため、フレイルや身体活
動量について教育するために使用した。紙媒体であるため、院内の目に留まるよう
なところに置いておけることや、髪を切っている時に手に取って読んでみて、自宅
持ち帰りゆっくりと読むことができるといった利点があった。

人（理・美容師）にも、フレイルや身体活動量の知識や重要性を理解してもらい、
自身でも万歩計をつけ、活動量を改善するようにしてもらった。客とコミュニケー
ションをとる中で、参加してもらいたい客（あまり健康的でない、活動量が少ない
ようにみえる）の選択、本プロジェクトの紹介や、プロジェクト参加中の客の思い
（普段の忙しい生活の中で身体活動量の改善は難しい、自分はフレイルでなくて良
かったなど）への共感する形で関わってもらった。定期的に院を訪問し状況を聞き
取っていく中で、様々な要素技術の不具合を聞き取り、そして随時修正することが
できた。フレイルかどうかの評価が電子システムで出来ない状況に陥ったときには、
理・美容師から直接、客へフィードバックしてもらい、地域包括支援センターの紹
介もしてもらった。
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3. タイランドと日本において互いによく理解し自国の強みと課題を明らかにする

1） 現地視察
両国において仏教としての宗教的な価値観において、年上を敬う、笑顔を忘れな
い、靴を脱ぐなど、様々な点で相互理解しやすかった。タイランドは特に信仰が厚
く、週末には寺院に出向き、奉仕することが徳を積む、民族衣装を金曜日には必ず
着るなど様々な生活場面において、宗教が根強く浸透していることが明らかになっ
た。タイランドの国民性は、おおらかな気質であるが勤勉で、なんでも楽しむこと
ができる、対立では課題は解決しない、調和を好むと理解できた。
気候としては 1 年とおして夏で、野菜を多くとる食事で、自然が豊かなため意図
的に育てなくても様々な果物や野菜などが豊富に取れるため、どんな状況になって
も食に困ることがないことも理解できた。本プロジェクトの日本でのフィールドが
東北であったため、気候の差を大きく感じ、昔からの冬期間の食物の蓄えが必要な
状況が現在の食生活にも影響していることもわかった。
両国において、理・美容師は自身の職業に誇りを持ち、生涯学習する必要がある
と感じており、常に新たな有効な情報を得たいという意識が強いことがわかった。
理・美容の組合組織がどちらにも存在し、県のレベルだけでなく国のレベルでのサ
ービスの標準化や、組合員の健康を維持・向上したいと考えていることも明らかに
なった。タイランドでの問題は、理・美容師に健康障害を与えるような商品がいま
だに使われていることや、器具の消毒環境が整っていないことともわかった。
電子機器の使用状況や普及状況としては、タイランドの方が日本よりもインター
ネットや Wi-Fi 環境が整っており、スマートフォンの使用も多い印象がみられた。
しかし、日本の超高齢社会においても、高齢者専用のスマートフォンなどの普及に
より、高齢者であっても専用のスマートフォンを使用している状況が見受けられた。
理・美容院においても Wi-Fi が設置されているところが多くみられた。

2） 国際研究ワークショップなど
両国における高齢者に関する研究では、タイランドでは地域に暮らす高齢者の健
康を維持・増進するための取り組みが多く行われていた。塩分や糖質を取りすぎる
食生活の改善や、脳血管疾患発症後に自宅で過ごしている中でのリハビリテーショ
ン、地域のどこにどのような高齢者が暮らしているかなどを示す地図の作製、専門
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家はいないが地域で運営している日本でいうとデイサービスのようなところを研究
者が専門家としてサポートする、老健施設のようなところは少なく、極力地域での
生活が継続されるような関わりそのものが研究として検証もされていた。
日本における高齢者に関する研究では、身体活動量や生活リズムなどの研究が紹介
された。身体活動は、筋骨格系の維持・向上を促すだけでなく、慢性疾患（糖尿病、
循環器疾患）、脳卒中、がん、うつ、認知症の予防ができると報告されており、生活
習慣予防や、医療費・介護費用を抑えるためにも、身体活動の改善のためにその評
価を適切に行うことは重要なことである。いまだ、身体活動量を改善するための最
適な介入方法は解明されていないことが紹介された。生活リズムにおいても、活動
量だけでなく、昼夜の活動のバランスや睡眠状態など総合的に把握することの重要
性について共有された。
研究資金獲得については、今後さらなる国際共同研究を進めていくには資金が必
要である。トヨタ財団の研究助成は、採択率は低くかなりハードルが高い。しかし、
トヨタ財団の目指すところの研究が論文投稿のためだけにあるのでなく、採択する
研究には「市民性」「国際性」「新たな価値の創出」の可能性がなければならない。
本プロジェクトはこのトヨタ財団の思いに沿うように運営していきたいことを相互
理解した。
イノベーションを引き起こす要素には、課題が複雑でかなり難しい、多様性があ
ること、新たな領域との共同、柔軟である、やる気、グルーバルな視点があるがあ
げられる。本プロジェクトは、保健医療とはかなり異職種である理・美容院と共同
することで、これまで気づかなかったことに気付き、市民性を高めて、新たな価値
を創出できた。日本の超高齢社会は世界においていまだ誰も経験していない課題で
ある。成功するかわからないがまずはやってみる、そして検証するということが重
要であるといった内容を共有した。
超高齢社会におけるさらなる新たなアイディアの創出のワークショップでは、活
用できるかもしれない地域資源としては、郵便局、銀行、お寺、カフェ、温泉病院、
学校などがある。地域が一体となって課題に立ち向かっていかないといけない。し
かし、コーディネートする者が必要で、日本では特に退職後の保健医療における専
門家がリーダーとなり活躍していかないといけないというアイディアが生まれた。
その他に、高齢を問題として捉えるのでなく前向きに発想の転換をし、100 歳まで
生きるための社会づくりを目指すというアイディアも生まれた。方法としては、引
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退しない仕事をし続ける、活動を減らさないで逆に増やす、車の運転をやめない（認
知能力を維持できるため、そのかわり安全に運転できる環境を開発する）、場合によ
っては、超高齢都市を開発するといったことが発表された。

IV. 考察

本プロジェクトにより、タイランドおよび日本において、理・美容院の中には健康
に関する意識が高い院があり、すでに、客の健康維持・増進のための関わりを行ってい
ることが明らかになった。特に日本において超高齢者社会ということが影響して、理・
美容師のみならず客の健康への関心が高い。また、保健医療との共同による理・美容院
でのエビデンスに基づいた健康チェックや健康教育を行えることの可能性も高いこと
が証明された。理・美容院そのものが、保健医療とつなげる、情報交換プラットフォー
ムとなりうる。アメリカでの黒人男性の健康のための理容院プロジェクトが成功してい
る (Luque et al, 2014)ことからも、アジアでの課題は異なるが、高齢者が健康で生きら
れるために地域の理・美容院と保健医療が今後も共同していく価値がある。

理・美容師は、人々に理容・美容を提供することに対して誇りを持っている。常に
新しい情報に敏感で、生涯をとおして学習しなければいけないと意識している。理容・
美容と健康が密接に関連しているとも実感している。このことから、本プロジェクトへ
の関心が高い院があったと考える。理・美容師のほうから保健医療と共同することを持
ち掛けるのには敷居が高いが、今回、保健医療側からアプローチすることで共同が実現
できた。しかし、美・理容師はとても忙しい職業である（眞壁

他、2017）ことと、彼

らにとっての時間は収益に影響することも配慮する必要がある。そのためにも、この取
り組みが、美・理容師にとって新たな価値となり、かつ、収益につながる方向性を検討
する必要があると考える。現時点では、理・美容師が提供してよいサービスには制限が
あるため、今後、サービス内容が拡大されるよう厚生労働省との交渉も必要である。加
えて、理・美容学校での教育内容も変革していく必要がある。今回は、理・美容師に限
定されたが、今後は、さらなる異職種も検討可能と考える。

テクノロジーの利用により、運営中のコストの削減、データ蓄積の容易化、人件費
の削減、情報交換がスムーズになるなどの利益がある (Bergstrom et al, 2017) が、本プ
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ロジェクトからも学んだこととして、人が有効にテクノロジーを活用し、時には人が介
入することでのやり取りが円滑になることが再確認できた。Web 媒体でのプラットフォ
ームのあり方には多くの課題があり、今後、さらなる研究費を獲得し現在の Web 媒体を
アプリ化することで、簡単にアクセスすることができ、結果のフィードバックも簡便に
でき、そして、新たな健康チェックや情報を更新するうえでも容易になると推察される。
日本の世界水準にあるテクノロジーを、社会の課題解決に活用することは必須である。
また、理・美容師はもともと保健医療の専門でないため、理・美容師自身を対象に研修
会を行うことも大切だが、保健医療の知識はすさまじい勢いで増え続けていることから
も、知識などはテクノロジーを活用し最新で正しい知識情報を速やかに提供する形が理
想といえる。また、タイランドでは理・美容師の教育背景に弱い部分があったが、その
弱い部分をテクノロジーがサポートすることも可能と推察される。

フレイルや身体活動量について述べる。フレイルは年齢に関係なく、本プロジェク
トでも 40・50 歳代でもプレフレイルと評価されていた。若いうちは、運動を生活の中
に取り入れなくても、健康異常もなく過ごすことができる。しかし、高齢になってから
健康に生きることを意識したのでは遅い。身体活動量を増やし、運動をスケジュール化
することで、フレイルを予防できひいては健康寿命の延伸につながる。身体活動量の高
まりと糖尿病、心臓病、脳卒中、がん、ロコモシンドローム、うつ、認知症などになる
リスクを下げることはすでに科学的にも証明されている。しかし、身体活動量を改善す
る効果的な介入方法はいまだ世界的にも十分には解明されていない (Foster et al, 2013)。
よって、今回の理・美容院での介入でフレイルや身体活動量が改善されないとしても、
十分理解できるところである。健康教室・スポーツジムなどと違い、理・美容院は、健
康意識の低い・高いなど関係ない人々が通う場所である。このような場所で、フレイル
と身体活動量に関する評価や情報提供ができることは、より幅広く人々の健康意識を高
める一助となると考える。

タイランドと共同することで、高齢社会はアジアの課題であることが理解でき、日
本は世界に先立ち課題解決策を示していく必要性があることを明確にできた。両国にお
いて、「高齢者を敬い大切にする」という共通点があり、タイランドは地域資源の活用
がうまくでき、日本は安全な環境や制度の充実により高齢でも生きられる。また、理・
美容師の背景や高齢化率は両国で異なるが、今回、人々の健康維持・増進において理・
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美容院活用の可能性はある。日本の課題を日本の中だけでの視点でみると課題が明確化
できず、解決策にも限界が生じる (Makabe et al, 2018)。アジアとしての共通点を活
かしつつ、背景の異なる 2 国間において、共通の手法で同じ課題を理解し合うことは、
より真実を明らかにできる。これは国際共同研究の利益である。他国を知ることで自国
を深く理解できる。

本プロジェクトの限界として、日本側の検証が秋田に限定されていたことがあげら
れる。しかし、高齢化率が日本一で、理・美容院の数が人口に対して日本一多い秋田県
で、本プロジェクトが検証されたことは、超高齢社会先進地域として、最も適した検証
場所であったと考える。今後、この度のプロジェクトを全国的に広めていくことが重要
と考える。加えて、情報交換プラットフォーム開発のための要素技術の検討として、ア
プリを開発できていたら良かったことがあげられる。予算的な課題があり Web 媒体の開
発に留まった。しかし、もともと Web 媒体の開発は計画になかったところを、急遽、開
発し使用したことから、具体的な今後の課題が明らかになった。よって、本プロジェク
トとしては、当初の予定よりもさらに進めて行うことができたと考える。

政策・研究への示唆として、さらなる少子高齢化の時代において、介護人材の不足
や介護保険などの行政によるサポートは明らかに不足な状態である。政策を政策の中だ
けで考えるのでなく、多様なアイディアを実現していくことが解決の糸口となる。資金
を使うだけが解決方法でなく、既存のシステムを変更することも解決方法となる。保健
医療と理・美容はかなりの異職種であるが、異質であるからこそ新たな価値を生む。そ
して、保健医療の研究者は、社会における複雑で難しい課題を解決するために、今回の
ような市民性の高い取り組みを行っていく必要がある。社会システムそのものを変えら
れるような研究を推し進めていくべきである。

V. 成果と波及効果

本プロジェクト期間に得た成果としては、①学会発表 2 件（国内全国と海外国際学会）、
②県政への発信 2 件（健康づくり人材の多様な働き方研究事業と科学技術振興事業）
、
③メディア関連 2 件（ニュース報道とラジオ紹介）、④国際共同ワークショップ 4 件（自
大学にて 2 件、タイランドにて 2 件）であった。今後予定されている成果としては、
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①国際学会での発表 2 件、②国際ジャーナルへの論文投稿 2 件、③さらなる研究資金
の獲得、④さらなる国際共同研究の強化、⑤両国の理・美容師の交流としている。
波及効果として、今後、理・美容院でのフレイルや身体活動量の評価は簡便なため、
この取り組みを秋田県のみならず日本全国において波及させていきたい。また、さらな
る資金を獲得しタイランドにおいても人々が健康に生きられるための活動を推進して
いく。

VI. 結語

高齢者が健康に生きるために理・美容院を活用できる可能性がある。全ての理・美
容院ではないが、特に日本において健康に対する意識が高い院が存在した。今後、保
健医療との共同による理・美容院でのエビデンスに基づいた健康チェックや健康教育
を行えることの可能性も高いことが証明された。理・美容院そのものが、保健医療と
つなげる、情報交換プラットフォームとなりうる。テクノロジーの活用は評価を迅速
にフィードバックできるといる利点があるが、高齢者を対象とするには課題がまだ多
くある。今後さらに、タイランドの地域資源の活用の上手さを日本も学び、さらに課
題解決に向けて理・美容院プロジェクトを発展させていく必要がある。

VII.

研究メンバー

メンバーに多様な専門家を設けることで、課題を多角的に捉えることができた。研究
者のみでは視野が狭いため、企業家と共同することで市民性の高い内容に取り組むこと
ができた。タイランドの 2 大学とはもともと高齢者に関する研究を行っており、良好な
関係性があったため、この度のプロジェクトも円滑に進めることができた。また、タイ
ランドと日本の違いを検討し両者をよく理解したことから、最終的に日本の強みや課題
を明確にすることができ、国際性の高いプロジェクトとなった。以下にメンバーを記す。

氏名
眞壁

幸子

所属・役職等
秋田大学大学院医学系研究科
臨床看護学講座

講師

役割
リーダー、看護研究者
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秋田大学大学院医学系研究科

久米

裕

鎌田

大啓

作業療法学専攻
株式会社

助教

TRAPE、代表取締役

実践家としてのアドバイザー、
作業療法士

Naruemol

Institute

Singha-dong

Suranaree

Patama

Institute
Technology of

Vajamun

Suranaree

Hataichanok

Faculty
Technologyof

Apikomonkon

Medical Sciences, Chiang 作業療法研究者

Jiranan

Faculty
of
Mai University

Griiffiths

Medical Sciences, Chiang 作業療法研究者

水戸部

一孝

藤原

克哉

安藤

秀明

伊藤

登茂子

煙山

晶子

利

of

サブリーダー、作業療法研究者

Nursing, スラナリー工科大学の窓口
作業療法士

University

of 看護研究者

Nursing, スラナリー大学

University

of 看護研究者

Associated チェンマイ大学の窓口
Associated チェンマイ大学

秋田大学大学院工学資源学研
Mai University
情報交換プラットフォーム開発
究科

教授

のための要素技術の検討

情報工学専攻 教授
秋田大学大学院工学資源学研
情報交換プラットフォーム開発
究科

講師

のための要素技術の検討

秋田大学大学院医学系研究科
共同ライフサイクルデザイン
臨床看護学講座
工学専攻助教

教授

秋田大学大学院医学系研究科

調査分析

臨床看護学講座

要素技術の検討

教授

秋田大学大学院医学系研究科
臨床看護学講座

准教授

秋田大学大学院医学系研究科

緑

臨床看護学講座

高階

淳子

宗村

暢子

赤川

祐子

医師として要素技術の検討

助教

秋田大学大学院医学系研究科
臨床看護学講座

助教

秋田大学大学院医学系研究科
臨床看護学講座

助教

秋田大学大学院医学系研究科
臨床看護学講座

助教

調査分析
データ収集・分析
データ収集・分析
データ収集・分析
データ収集・分析

研究メンバーの感想

久米

裕（秋田大学、作業療法研究者）
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「私はこれまで高齢期の健康増進に関する研究活動に従事しており、本プロジェクトを
通して日本およびタイランドの高齢者における身体的活動の分野を担った。美・理容院
はすでに両国による地域の中に点在しており、地域在住高齢者の身体活動をはじめとし
た健康状態を定期的にモニタリングする拠点になると推察される。これまで情報交換す
る機会が少なかった理･美容師と共に諸問題について議論できた時間は非常に有意義だ
った。」

鎌田大啓（株式会社 TRAPE、代表取締役）
「本プロジェクトは、①ヘルスケアは誰が提供するものであるかという固定概念からの
パラダイムシフトをテーマにしている点②人の行動変容というヘルスケアの 1 番の核
を考える上で、シンプルに主役である地域の方々が日々の日常の中でタッチポイントが
多い場である美容院・理容院をプラットフォームに持ってきている点などから、これか
らの日本、アジア、世界のヘルスケアを本質的に考える上で非常に重要な示唆をしてい
ると思う。
」

Naruemol Singha-dong（スラナリー工科大学、看護研究者）
This project gave an innovative approach of using existing community resources in promoting
health of the elderly from both provider (hairdresser and barbers) and customer perspectives.
There are similarities across settings in terms of the hairdressers and barbers’ mind set about
health and wellbeing of their clients, an awareness of safety, and their willingness to promote
health on a voluntary basis. On the other hand, major differences included training, products,
innovation, culture, and regulation. Japan mandates certified training and safety regulations
whereas Thai does not. Culturally, Japanese provider – customer relationship is more
professional but Thai relationship is casual and more openness. The researchers would like the
barbershop to be involved in elderly health surveillance with an agreement from some shop
owners. However, some customers preferred the shops to doing best in their career instead of
moving toward health. In this project, hairdressers and barbers leant and shared products and
techniques from their peers, this inspired them to adopt those experiences in their own practice.
They also discussed about the issues of providing services to fragile individuals. As all involved,
parties were aware of differences from one to another setting, this multiple setting pilot project
demonstrated possibility of using barbershop as a setting for health promotion.
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Hataichanok Apikomonkon & Jiranan Griiffiths （チェンマイ大学、作業療法研究者）
Before the barber project was started, we had never considered a hairdresser/barber shop as a
place for health promotion for elderly people. During the first Akita visit, we learned that
Japanese and Thai hairdressers/barbers were different in term of education, culture and public
health standard for hairdressing. However, after the survey, we found that Thai hair dressers and
barbers were aware of the differences and aimed for higher standard, for example, maintenance
of cleanliness standards for hairdressing premises. Moreover, possibility for health promotion
implementation in hairdressing or barber shops was also suggested. The second visit to Akita
with hairdressers gave an example of how a hairdresser shop can identify a frail elderly people.
This motivated the hairdressers to volunteer for conducting the same program in their shops.
We were surprised that most of the elderly who could benefit from the health promotion project
in the hairdresser shops were male, because they visited the shops more frequently than women.
Only a few of them participated in the existing health program. So we are happy to see the
possibility for the implementation. All in all, the project suggested how a hairdressing shop can
be a place for health promotion in the real life context in Thailand.

藤原克哉（秋田大学、情報工学研究者）
「身体活動量評価による健康チェックは、保健医療の専門家がいない理・美容院でも、
参加者に速やかに結果を示せるように電子化を検討し、有望であったタブレットやスマ
ホから利用できる Web 媒体のシステムを構築した。Web 媒体では、入力ミス防止や集
計作業自動化も実現し、文字の拡大など高齢者への配慮もした。一方で、実際に現場に
展開してみると使いこなせない参加者も一部あり、紙媒体も必要となった。電子媒体の
高齢者対応の重要性を実感した。」

安藤秀明（秋田大学、医師・研究者）
「秋田地域における課題として、これまで高齢者の健康寿命の延伸・がん対策に関わり、
問題点は把握してきたが、これをどうやって、一般市民に啓発してゆくかという問題が
あった。これは、秋田県のみの問題では無く、全国で報告されている課題である。今回
の研究により、市民啓発活動の拠点として、理・美容院がひとつのプラットフォームと
して活動しつつあることがわかった。しかし、現時点で、その内容は保健・医療との共
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同が少なく、内容も個別的であるという問題も明らかになった。具体的活動として、
「フ
レイル啓発活動」を題材に、テクノロジーを活用し、その方略の問題点や方向性を検討
することが出来た。今後、この結果をふまえて、理・美容院と保健医療が共同で、一般
市民啓発活動のプラットフォームとして発信することを継続してゆきたい。」

伊藤登茂子（秋田大学、看護研究者）
「いつでも、どこでも、誰にでも、誰とでも、‘健康’をテーマに関われるのが看護だ
と思っている。しかし、それは臨床看護、地域看護、産業看護、せいぜい居合わせた人々
との関係における看護のイメージであったことに、このプロジェクトが気づかせてくれ
た。日本の高齢化のスピードが世界一速いと学習した 1970 年代から約 40 年経過し、多
方面の専門家が集い、異業種との連携、テクノロジーの活用、かつグローバルな視点を
もって構築した新たなしくみは、健康寿命延伸に貢献し、更に世界のモデルになってい
くと考える。
」
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資料 1

フレイル（身体の弱さ）とは？

フレイルとは、身体の弱さのことで、フレイルの状態
になると容易に介護状態に陥りやすいことを示します。
フレイルの存在は、病気の悪化や、転ぶ危険も高くな
ります。しかし、運動などにより、改善される可逆的な
状態でもあります。

5 つのチェック！！
体重減少（過去 6 カ月で 2～3ｋｇ）
握力（男 26kg・女性 18kg 未満）
疲労感（過去 2 週間）
歩行速度
体操・運動・スポーツをしていない
正常：0 項目
プレフレイル：1～2 項目該当
フレイル：3 項目以上該当
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資料 2

身体活動量を増やすための日常生活での具体策
こんな方法があります！！
速足で歩く

外出する

買い物に行く

歯を磨きながらつま先立ち

農作

車を遠くに止める

階段を使う

キャンプ

遠いトイレを使う

テレビをみながらストレッチ

ランニングする

運動をスケジュール化する

ジムに行く

水泳

散歩する

登山・トレッキング

動きやすいスニーカーなどを履く

業
10 分単位で考える

冬期間は自宅でエアウォ―キング・エアランニング
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