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施設紹介
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東京労災病院

ベッド数 400床 急性期病院

平均在院日数14.8日（令和元年度）

東京都大田区（23区内最大の面積）

・都心と川崎･横浜を結ぶ幹線道路

・羽田空港

・物流施設（市場、コンテナ埠頭、トラックターミナル）

・金属加工、精密機械開発等を得意とする町工場

治療就労両立支援センター

全国9カ所（北海道、東北、東京、関東、中部、大阪、関西、中国、九州）

●予防医療部：勤労者の生活習慣、労務環境・動作、メンタルヘルス等

臨床研究・普及活動

●両立支援部：当院入院患者のうち勤労者を対象に全疾患対応

臨床研究・普及活動



予防医療モデル調査研究
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テーマ１
生活習慣に伴う疾患
（メタボリックシンドローム、高血圧、喫煙、飲酒など）

テーマ２
作業動作に伴う運動機能障害
（関節痛、腰痛、頸肩腕症候群など）

テーマ３
高齢勤労者特有の健康障害
（ロコモティブ症候群、サルコペニアなど）

テーマ４
勤労女性特有の健康障害
（更年期、ライフステージ、勤務形態など）

テーマ５
ストレス又は不眠
（睡眠障害など）

全国の治療就労両立支援センター（部）では、勤労者の健康確保を図るため、過労死に係る生活習慣病、勤労女性特有の健康障害等の発症予防及び
憎悪の防止に関する 予防医療活動を通じて集積した事例の分析・評価等により、５つのテーマに基づき効果的な『予防法・指導法』の開発に取り
組み、全国の事業場へ普及することを目的としています。

全国の治療就労両立支援センターにおける研究テーマと成果物の閲覧
労働者健康安全機構ホームページ 予防医療モデル研究 予防法・指導法の開発計画一覧

https://www.johas.go.jp/yobomodel//tabid/987/Default.aspx



予防医療モデル研究
東京労災病院治療就労両立支援センターの研究一覧
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交代勤務者及び深夜業務におけるコンビニメニューの選び
方に関する指導法の調査・研究，普及

管理栄養士

睡眠の問診からメンタルヘルス不調の早期発見を図る構造
化面接法の研究・開発，普及

精神科医

事業場での体組成等測定と併せた健康度調査（TTHQ；
Tokyo Total Health Questionnaire）の取組による保健指導
法の調査・研究、普及

保健師
管理栄養士
作業療法士・理学療法士

勤労女性特有の月経トラブル（ＰＭＳ、月経痛）による就労パ
フォーマンスの保持促進に着目した指導法の開発

管理栄養士

Visual Display Terminals作業に伴う身体的疲労に関する
実態調査，予防法・指導法開発，普及

作業療法士

高齢タクシードライバー特有の健康障害の予防に向けた健
康指導法の開発

管理栄養士
作業療法士

東京労災病院治療就労両立支援センターにおける研究テーマと成果物
ホームページ 予防医療部 をクリック!!

https://www.tokyor.johas.go.jp/yobou.html
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情報機器作業の特徴



情報機器

▷ 画面表示をする端末装置のこと
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視覚の 表示 端末

少し前までは VDT（Visual Display Terminals）機器

（令和元年７月 厚生労働省）

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
主にパソコンを想定したVDTガイドラインの内容を見直し、
タブレットやスマートフォン等の携帯用情報機器も含んだ内容に改訂された

（VDTガイドライン：平成14年～令和元年6月）

（令和元年9月 厚生労働省）

情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施の
ためのガイドライン
オフィス環境での作業を想定した令和元年7月発行のガイドラインを基盤に、自宅等でのテレワーク
に対応したガイドラインが発行された



情報機器作業

▷ 画面表示をする端末装置を用いた作業のこと
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業務における情報機器作業の種類 生活における情報機器作業の種類

• データ、文書等の入力

• コールセンター，等

• 文章、表などの作成・編集・修正，等

• データの検索・照合・追加・修正，等

• プログラミング，ＣＡＤ※1，等

• 交通等の監視

• 他

• メール通信

• インターネット検索・閲覧

• 動画閲覧，動画配信

• ＳＮＳ※２の閲覧・配信

• 写真・動画撮影，編集，閲覧

• ゲーム，読書，学習

• 他，多岐にわたる用途
※１ ＣＡＤ

（computer-aided design；設計，デザイン，等）
（computer-assisted drafting；製図，等）

※２ ＳＮＳ
（Social Networking Service；

ソーシャル・ネットワーキング・サービス）



パソコン作業の特徴

机と椅子がセット
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座ったままの姿勢
表示画面の文字情報などを注視
キーボード・マウスの指先操作

眼（＝頭）の位置や動きが制限
手の位置が制限

拘束性が強い



スマートフォン作業の特徴

いつでも どこでも どんな姿勢でも
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小さな表示画面を注視
画面をのぞき込む

首が前方に突き出たような姿勢
うなだれたような姿勢

自由度もあるが
姿勢がゆがみやすい



情報機器作業の特徴

➢ 眼や脳内，指先は活発に活動

➢ 身体全体は低活動

➢ 時間的にも活動的にも拘束性が強い

➢ 長時間作業に集中することにより
姿勢のゆがみや低活動による不調が生じる
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情報機器使用による健康阻害

➢ 情報機器作業を長時間続けたことにより，
眼や筋骨格，全身・精神に生じる

12

眼の症状 筋骨格の症状 全身・精神の症状

ドライアイ
充血
視力低下
眼精疲労 など

首・腰・肩の
こり
だるさ
痛み など

手指のしびれ など

食欲減退
イライラ
不安感
抑うつ症状 など

（旧：VDT症候群）
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在宅ワークの特徴



テレワーク一般社団法人日本テレワーク協会

▷ 通称「在宅ワーク、在宅勤務」はテレワークの手段の一つ

▷ テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)
を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと

▷ 「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語

▷ テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク、
施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の3つに分けられる
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自宅にいて、会社とは
パソコンとインターネ
ット、電話、ファクス
で連絡をとる働き方。

顧客先や移動中に、
パソコンや携帯電話
を使う働き方。

勤務先以外のオフィス
スペースでパソコンな
どを利用した働き方。



●テレワークのメリット・デメリット

対象 メリット デメリット

事業場

・優秀な人材の確保
・離職抑制
・業務効率化
・オフィス縮小
・光熱費・交通費削減

・勤怠管理や評価が困難
・セキュリティ対策が必要
・社員同士のコミュニケー
ション機会の減少

従業員

・通勤時間削減
・業務効率化
・ワークライフバランスの
充実

・仕事と仕事以外の切り分
けが難しい
・長時間労働になりやすい

テレワークの効果と注意点

●テレワーク ７つの効果
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一般社団法人日本テレワーク協会
株式会社JTBベネフィット 2020/07/13
【テレワークの健康管理】労務管理のガイドラインと在宅勤務時の健康管理をご紹介

＜テレワーク導入の注意点＞
➢ 労務管理方法、情報通信システム・機器整備、テレワーカーの執務環境の３つの側面から必要事項を検討
する （参考：一般社団法人日本テレワーク協会、情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン）



在宅ワークの特徴

⚫ 時間調整がしやすく個人・家庭に合ったワーク・ライフ・バランスが充実

⚫ 時間も環境も仕事と仕事以外の切り分けが難しい

⚫ 長時間労働になりやすい

⚫ 勤怠管理や評価が困難

⚫ 従業員同士のコミュニケーションの減少

➢ 個人の性格や家族の協力体制によって
メリットにもデメリットにもなる

➢ 事業場は姿の見えない従業員を管理する

16
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習慣が不調の原因



実態調査
（平成２８年度～平成３０年度に実施した調査研究）

アンケート調査 作業姿勢調査
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期間：平成28年10月～平成29年8月

対象：デスクワークを主体とする

13事業所545名

方法：無記名自記式質問紙調査

（8設問・全7頁）

設問内容：

期間：平成30年6月

対象：20～50歳代の健康な男女20名

方法：筋電測定機器を用いた

作業中の筋活動量測定

・属性，勤務状況
・情報機器作業に伴う身体的疲労等
（情報機器健診問診項目より抜粋）

・生活での情報機器作業状況
・業務・生活での情報機器作業中の姿勢
・睡眠障害の評価 Insomnia Score
・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト（引用：厚生労働省）

• ＰＣ作業の２姿勢，スマホ
作業の２姿勢について，被
験者の７箇所の筋に粘着式
電極を貼り，各筋の最大出
力量と作業中の表面筋電を
測定した

• 作業中の姿勢を静止画で撮
影した

• 測定するPCおよびスマホ
作業の姿勢は，質問紙調査
において各作業中の上位で
あった姿勢を選択した



実態調査の結果
（平成２８年度～平成３０年度に実施した調査研究）

✓ 作業に伴う不調は，眼，筋骨格，全身・精神の複合

作業中の姿勢と不調

✓ 作業中の姿勢は，業務・生活ともに不調の有無で有意差なし

業務・生活での情報機器使用時間と不調

✓ 機器使用時間の長さは，業務・生活ともに不調の有無で有意差なし
睡眠障害の評価と不調

✓ 不調の有無を問わず，夜・就寝前の機器使用は多い

✓ 不調あり群は，寝つきが悪い（入眠困難、不調の有無で有意差あり）

作業姿勢の傾向

✓ パソコン作業は最大筋力の１０～３０％，スマートフォン作業は１５％程度の活動

✓ パソコンは僧帽筋上部線維，スマートフォンは頸部傍脊柱筋の筋出力が高い

✓ パソコンよりもスマートフォンでの作業の方が頸部屈曲が強い
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実態調査の結果
一日の平均的生活パターン（勤務日）

⚫ 勤務時間の80％以上がオフィスで椅子座位姿勢で情報機器作業をしている

⚫ 通勤・食事・余暇等にかかる時間の約30％は情報機器作業をしている
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定時８時間＋残業１時間 ＝合計９時間

通勤＋食事＋余暇時間等 ＝合計９時間

睡眠 ＝ ６時間

勤務時間中の情報機器作業 ＝ ７.５時間

勤務時間以外の情報機器作業 ＝ ２.５時間

全国の１０歳以上の国民７８８２人を分析対象とした生活時間に関する調査研究 （ＮＨＫ放送文化研究所2015年）
国民の平日一日の時間配分は，仕事や家事などの拘束行動に８時間３０分，睡眠や食事などの必需行動に１０時間１２分，
自由行動に４時間４２分を費やしているという報告があります．



不調につながる３つの習慣

情報機器作業の特徴と一日に情報機器作業に費やす時間の長さから、

３つの習慣が不調につながっている可能性あり
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心身の不調

健康阻害

座り

過ぎ

うつむき

過ぎ

見つめ

過ぎ



座り過ぎ
➢日本人を対象とした座り過ぎに関する研究

一日のうち起きている時間の約６割は
デスクワーク等で座っており，慢性的な
運動不足が習慣となっている

➢座り過ぎと不調の関係は，座ったまま脚を
動かさないことによる全身の血流悪化から
始まる． この習慣を続けていると全身の代
謝や循環の機能が衰えていき，肥満・過体
重，糖尿病，一部のがん，冠動脈疾患等を
引き起こし，死亡の危険因子となる．

➢座る姿勢は，立つ姿勢よりも腰に負担がか
かる．座ったまま前傾するとさらに腰に負
担がかかる．

➢腰痛や脊柱の変形（脊柱のゆがみ，脊柱管
狭窄症，椎間板ヘルニア，等）のように筋
骨格系の不調の原因となり，さらには，認
知機能低下や抑うつ等の原因となる可能性
もある．
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日本健康運動研究所 メッツ、エクササイズの分かり易い、捉え方



うつむき過ぎ
➢パソコン作業と比較してスマートフォン作業で
は，首が曲がったうつむき姿勢になりやすい．

➢パソコン作業では，デスクトップ型よりもノー
ト型の方がうつむき姿勢になりやすい．

➢頸椎かかる頭の重みの負荷は，頭が２センチ前
に出るだけで２倍，４センチ前に出ると５倍に
なる．

➢うつむき姿勢を続けることで，脊柱の歪みが
生じ，頸や肩のコリ，頭痛などを引き起こす．

➢ひどくなるといわゆるストレートネックに，
さらには脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニア等で
手術を要することもある．

23
実態調査② 立位スマホと座位パソコン時の平均頸部屈曲角度



見つめ過ぎ
➢ディスプレイを見つめていると，目の周りの
筋肉が緊張して硬くなり血流低下がおこる．

➢見つめる行為は，同じ姿勢を保つことになり，
まばたきの回数が減る．

➢この状態が続くと，交感神経が過剰に働き，
顔面から首の筋肉が緊張し，脳への血流が制
限されていく．

➢交感神経が働き続けると，イライラ，疲れ，
不安，睡眠不良などが生じる
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作業に集中している時の ”クセ” にも要注意!!
(木野孔司 木野顎関節研究所)

上下歯列接触癖（Tooth Contacting Habit;TCH）
無意識に長時間上下の歯を接触させている癖のこと（弱いかみしめ）
→噛む筋肉の緊張・血流低下・歯への負担
→顎関節症，歯周病や知覚過敏，口内炎，歯痛，歯の破折・摩耗，
頭痛，肩こり，自律神経失調症，等



体内時計と自律神経
➢ディスプレイを見る行為は， ブルーライト
に目が曝されること，目や姿勢が固定され
ること．

➢ブルーライトは体内時計の調整に関係し，
体内時計は自律神経の働きに影響する．

➢長時間の情報機器使用は，体内時計を狂わ
せ，自律神経の働きを低下させる．

➢自律神経のうち，交感神経は興奮や戦いの
時，副交感神経は睡眠時やリラックス時に
優位．これらがバランスよく入れ替わるこ
とにより，心と身体の働きを保つ．

➢自律神経のバランスが崩れると，だるさや
倦怠感、冷えやこり、胃腸の不調が生じ，
さらには頭痛、不眠、うつ、免疫力低下に
もつながる．

25
ブルーライト研究会
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一日の行動からみる
不調予防３ステップ
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二度と散らからない”デスクの片づけ方”７ プレジデントオンライン 2017/7/26 ｢在宅リモートワーク｣で多くの人が陥る苦悩 東洋経済オンライン 2020/3/16

在宅ワークで腰痛になる三大NG姿勢とは？ 女子SPA! 2020/5/24 テレワーク（在宅勤務）を成功させる秘訣 Esquire
2020/03/11

生命保険サイト 商品紹介 英会話学習サイト 商品紹介



行動改善のための３ステップ

Step１ 一日の行動パターンをチェック

✓ 一日をどれだけ情報機器作業に費やしているのか
を把握します．

✓ 合わせて，勤務中に席を立つ回数や休憩の回数・
時間，プライベートでの休憩の回数などもチェッ
クしてみましょう．

Step２ 環境と習慣をチェック

✓ 自分の情報機器作業の環境や習慣は快適か否かを
把握します．

✓ 快適なところは何か，不快なところは何か，なぜ
そのような環境や 習慣になっているのか，考え
てみましょう．

Step３ 改善の優先順位を決めて実践！

✓ Step1・2のチェックを基に，情報機器作業を快適
にするための改善案を列挙してみましょう．

✓ 今日からできるもの，重要度の高いもの，等で優
先順位をつけ，早速実践してみましょう．

28



情報機器作業の行動パターンチェック

あなたの情報機器作業をチェックしてみましょう

＜使用するもの＞

⚫ 『情報機器作業の行動パターンチェックシート』

⚫ 筆記用具

29



睡眠

朝食・支度

通勤

勤務

昼休み

勤務

残業

通勤
自由時間

（スマホ：メール,ニュース）

（スマホ：メール,ニュース）

（スマホ：メール,ニュース,ゲーム）
（タブレット：動画,検索）

（スマホ：メール,ニュース,動画）

（ＰＣ）

（ＰＣ）

（ＰＣ）

Step１ 一日の行動パターンをチェックしましょう

情報機器作業時間の割合

活動時間 18 時間 （睡眠時間以外）

勤務中の情報機器作業 9 時間／活動時間×100＝Ａ 50%

生活での情報機器作業 8 時間／活動時間×100＝Ｂ 44%

一日の活動時間中の情報機器作業（Ａ+Ｂ）＝94%

記入例 Step1
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Step２ 環境と習慣をチェックしましょう

いまの状態が、快適と思うものに☑を入れましょう

オフィス環境 生活環境 習慣

☑ 照明
☐ 陽当たり
☑ 空調、気温
☑ 机の高さ、作業スペース
☐ 椅子の高さ、座面・背もたれの質
☐ 机上の整理整頓
☐ 机下（足元）の整理整頓

☑ 照明
☐ 陽当たり
☑ 空調、気温
☑ 机や椅子の有無，高さ，位置
☐ 身体を支える物・位置

☐ ブルーライト軽減の対策
☐ 作業時間と休憩時間の確保
☐ ディスプレイをみない時間の確保
☐ ときどき作業姿勢を変更
☐ 情報機器のディスプレイと眼の距離
☐ 情報機器を使用しているときの姿勢
☐ 情報機器を保持している手の位置
☐ 情報機器を使用している時間帯

• 机の上が資料だらけ
• 机の下にも荷物がある
• 資料や荷物があって作業スペース
が狭い

• 電車で座席に座れたら椅子の高さ
は問題ないが，ほとんど立ってい
ることが多い

• 家ではソファに寄りかかってたり，
うつ伏せだったり，

• 寝る前に，真っ暗な部屋で布団に
入ってスマホできる仕様になって
いる

• スマホのブルーライト軽減モードを知っ
ているけど使ってない

• 電車でスマホは欠かせない
• 休憩しないで３時間は作業してる
• 家でも１時間以上の動画をスマホでみて
いる

• パソコンみてない時はスマホをみている
生活

記入例 Step2
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Step３ 改善案を挙げて、実践しましょう

思いつくまま列挙し、実践しやすいものから優先順位を決めて始めましょう

行動パターンの改善 環境の改善 習慣の改善

• パソコン作業中に小休憩をとる
→１時間に一回は立つ
コーヒーを淹れに行く
トイレに行く
ストレッチをする

• 昼休みのスマホチェックを減らす
→食後に少し歩く
昼寝をする

• 通勤中のスマホチェックを減らす
→景色をみる
人間観察をしてみる
ひと駅歩く

• 0：00には寝る

• デスクの上を整理整頓する
• 足元の荷物を処分する
• ディスプレイをブルーライト軽減

モードにする
• 腰当て用のクッションを使う
• 腕おき用のクッションを買う

• 寝る前に電気を消した状態でスマホをみ
ない

• 時間が長い動画やゲームをするときは
時々姿勢を変える

• ブルーライト軽減メガネ買う
• うなだれ姿勢を直す
→電車でリュックを抱えてスマホ使う
家ではクッションを抱えて使う
仕事でも気を付けて直す

記入例 Step3
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快適な情報機器作業環境・習慣の例

33

情報機器作業に適したオフィス環境 プライベートでの情報機器作業と姿勢の例



テレワークのための
快適な情報機器作業環境・習慣 －環境整備編－

「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」（令和元年9月6日に一部改正）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
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テレワークのための
快適な情報機器作業環境・習慣 －部屋の明るさ編－

▷ 自宅の照明・採光はオフィスよりも暗
い可能性あり

▷ 仕事中の明るさ（白系の光）、リラッ
クスする時の明るさ（暖色系の光）に
調整できるとよい

▷ 部屋の照明が調整できない時は、デス
クライトを活用

部屋の明るさによる不調予防

仕事時間とプライベート時間を
照明で変化させる

一日中、部屋にいる場合、日光を浴びることが減り、
体内時計が狂いやすくなる。仕事時間、休憩時間のメ
リハリをつけるために照明を調整する。

35

アルファジャーナル 快適な照明器具の明るさとは？選び方のポイントを教えます！ 2019.4.30

株式会社フレイムホームページ 電球の色味



テレワークのための
快適な情報機器作業環境・習慣 －作業姿勢編－

▷ オフィス環境と同じようにパソコン用
デスク・椅子が自宅にある場合には、
「情報機器作業に適したオフィス環
境」を参考に

▷ ダイニングセット、ローテーブル+ソフ
ァor床座の場合、素材の硬さや角度等
によっては、不調を生じやすい姿勢に
なっている可能性あり

作業姿勢による不調予防

オフィス以上に姿勢を変える頻度を
増やす

自宅等は食事やリラックスすることが目的の家具が多
い。物理的な環境調整が難しい場合は、オフィスでの
作業以上に、姿勢変換の頻度を意識する。

36

＠DIME 自宅でテレワークをしている場所TOP3 2020.8.12

株式会社アイ・オー・データ機器



改善策の例 やってみようセルフケア

37

眼の筋肉を緩める

Noディスプレイ時間をつくる
• 情報機器作業が１時間続いたら，１～２分程度ディ

スプレイをみない小休止時間をつくる．
• 情報機器作業が３時間続いたら，１０～１５分程度

ディスプレイをみない作業休止時間をつくる．

目を温める
目の周りの筋肉を温めて血流を改善する．
• 市販の目を温める商品
• 電子レンジでできる蒸しタオル
• 温かい手の平で目を覆う

目のストレッチ
１時間に１回ほど，ピントを合わせる距離を変える．

ピント合わせ運動
①なるべく遠いところ（３～５ｍ先）にあるものにピントを合わせて５秒見つめる
②手のひらなど３０ｃｍ程のところにあるものにピントを合わせて５秒見つめる
①②を５回ほど繰り返す



身体をほぐす

時々姿勢を変える
同じデスクワークでも時々姿勢を変える．
・座ったまま脚を伸ばす
（脚の血流改善，股関節・臀部の除圧）

・臀部や腰にクッションを入れる
（股関節・臀部の除圧，骨盤位置矯正）

立って作業をする
固定されていない情報機器であれば，
立って作業をすることも姿勢を変えるよい方法．
３０分に１回は立つことが望ましい．

38

改善策の例 やってみようセルフケア



身体をほぐす

休憩時間にストレッチ
「Ｎｏディスプレイ時間」
にミニマムストレッチをし
ましょう．
呼吸に合わせて身体を動か
すことで，筋や関節を緩め，
血流を改善する．
４つの運動は，立って行っ
ても座って行ってもよい．

39

改善策の例 やってみようセルフケア



40

よい習慣をつくる

睡眠の質を上げる
スッキリ目覚めのために，眼と身体と脳のリラックスタイムをつくる．
例）
・真っ暗な部屋で長時間ブルーライトを浴びない
・就寝の１時間前にはブルーライトから目を解放する
・ほんのり身体が温まるくらいの軽いストレッチをする
・他

改善策の例 やってみよう習慣つくり



よい習慣をつくる

運動の機会をつくる
早歩き程度の強度の運動を１日１時間行う．
１０分×６回のような小分け運動でも効果あり．
例） ・通勤で早歩きをする

・「Ｎｏディスプレイ時間」に社内や近所などを歩く
・運動を伴う趣味を見つける
・他

41

改善策の例 やってみよう習慣つくり



42

よい習慣をつくる

よい姿勢をつくる
うつむかない姿勢で首肩腰の負担を減らす．

• ディスプレイが目の高さより下過ぎるとうつむき姿勢にな
りやすい．

• 特に，ノート型パソコンはディスプレイが目の高さよりも
下になりやすい構造．

• ディスプレイの角度，作業台や椅子の高さ，パソコン本体
の高さなどの調整で，うつむき姿勢にならない対策をする．

• ディスプレイを倒し過ぎると照明が映り込んで目の負担が
増加するので要注意

• 手に持って使用する機器の場合，文字や画像を見ようとして
ディスプレイと眼の距離が近くなりやすく，首を垂れ下げる
ようなうつむき姿勢になりやすい．

• 腕を挙げて近づくようにするとうつむきの角度は小さくなる．
• 腕を挙げっぱなしにするのは大変疲れるので，自宅ではクッ

ションを抱えたり，外出時には荷物を抱えたりする．
• 抱える物がないときは腕組もよい．

改善策の例 やってみよう習慣つくり
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プレゼンティズム
と 不調予防



プレゼンティズム

▷ 出勤はしているが健康上の問題で労働に支障を
きたし最善の業務ができなくなる状態

44

• 主に「具合が悪くても出社すること」
• 従業員が物質的には仕事場にいても、身体的・
心理的な問題によって仕事に対する気がそがれ、
生産性が落ちている状態、と大きくとらえられ
てもいる

• 在宅ワークでは、オフィスワークよりも深刻な
課題とされる



健康経営という考え方

➢ 健康経営とは、「企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても 大きな成果
が期待できる」との基盤に立って、健康管理を経営的視点から考え、 戦略的に実践することを
意味しています。

➢ 従業員の健康管理・健康づくりの推進は、単に医療費という経費の節減のみならず、生産性の
向上、従業員の創造性の向上、企業イメージの向上等の効果が得られ、かつ、企業におけるリ
スクマネジメントとしても重要です。

➢ 従業員の健康管理者は経営者であり、その指導力の下、健康管理を組織戦略に則って展開する
ことがこれからの企業経営にとってますます重要になっていくものと考えられます。

47

＜健康経営実践の効果＞

投資家に良い印象を与えられる
優秀な人財を獲得できる

従業員のモチベーションが高まる
生産性の向上、並びに企業業績の向上につながる
ブランドの価値が高まることによる販売促進

NPO法人健康経営研究会



46

情報機器作業による
不調予防の取り組み例



長時間労働を防ぐ具体例

47

具体例 詳細

メール送信の抑制 終業間際、時間外、休日のメール送信を避ける

システムへのアクセス制限 システム上で深夜や休日のアクセス制限をかける

時間外・休日・深夜労働の原則禁止
原則禁止した上で残業や休日勤務の事前許可制が効果的だが、
事前許可制が残業の無申告を助長する点に注意が必要

長時間労働の労働者への注意喚起
労働時間を抑えるように注意するだけでなく、上司が業務内
容を見直すなどの具体的な対応も必要

厚生労働省平成29年1月 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

在宅ワークでも活用できる
情報機器による健康阻害予防につながる取組例

対策＞
座り過ぎ うつむき過ぎ 見つめ過ぎ



在宅ワークでも活用できる
情報機器による健康阻害予防につながる取組例

48

昇降式デスク、置き型昇降機の導入

対策＞
座り過ぎ うつむき過ぎ 見つめ過ぎ

メリット
・作業姿勢を座位・立位に変換できる
・昇降式デスクはユニバーサルデザイン
・置き型昇降機は在宅でも活用しやすい

デメリット
・昇降式デスクはコストがかかる、設置場所を選ぶ
・置き型昇降機は導入しやすいが、机とイスのバラン
ス調整が必要になる

・姿勢を変える必要性を理解していなければ、活用さ
れない

サンワサプライ 100-MR139BK商品紹介

ファニチャーカンパニー商品紹介



在宅ワークでも活用できる
情報機器による健康阻害予防につながる取組例

49

ブルーライト軽減メガネの支給

対策＞
座り過ぎ うつむき過ぎ 見つめ過ぎ

メリット
従業員はお金をかけずにブルーライト対策がで
きる

デメリット
支給されても使用しない可能性はある

メガネ以外の対策
・ブルーライト軽減フィルム
・ブルーライト軽減モード搭載のディスプレイ
・ブルーライト軽減アプリ



在宅ワークでも活用できる
情報機器による健康阻害予防につながる取組例

50

株式会社ドワンゴ

株式会社シンクロ

みんなで体操の時間

対策＞
座り過ぎ うつむき過ぎ 見つめ過ぎ

メリット
・パソコンをみない時間の確保
・身体を動かすチャンス
・従業員のコミュニケーション

デメリット
・時には参加したくない日もある



まとめ

在宅ワークにおける健康づくりのポイント
▷ 情報機器作業は「身体活動量が少ない作業」と認識する

▷ 座り過ぎ、うつむき過ぎ、見つめ過ぎの習慣が、体内時計を狂わせ、自律神経を
狂わせ、健康阻害につながることを知る

▷ 一日の行動からみる不調予防は「自分の行動パターンを知る」「環境や習慣を知る」
「できる改善策を実行する」の３ステップで実践する

▷ 眼をいたわり、身体をほぐし、よい習慣をつくる、というセルフケアを促し、
作業時間の管理と休憩時間の確保、仕事とプライベートの切り替えにつなげる

▷ 在宅ワークでも労務管理のガイドラインは適応、姿が見えない従業員の健康管理対策
がこれからの健康経営の鍵となる

51



手に取りやすい
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実演
やってみようミニマム体操



やってみようミニマム体操は、立位でも座位でもできます

頸部に異常がある方、頭部の動きでめまい等誘発される方は、
症状が出現しない程度で行いましょう。


