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わが国の平均寿命は戦後の生活改善などによって飛躍的に延び、いまや
世界有数の長寿国となりました。一方、食生活の変化や運動不足などを原因
とする生活習慣病が増え、この結果、認知症や寝たきりなどの要介護状態に
なってしまう人が増加しています。

何歳になっても健康で生きがいを持ち、充実した人生を送ることは人々
の願いです。このため、介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず日常
生活を元気に過ごせる期間、すなわち健康寿命を延ばすことが大切になっ
てきました。

平成２２年時点の日本の健康寿命は男性が７０．４２歳、女性は７３．６２歳。平
均寿命（男性７９．５５歳、女性８６．３０歳）と比較すると、男性は９年余り、女性は
１２年余りも短いという結果がでています。健康寿命を延ばすためには、若
いころからの生活習慣病予防に向けた取り組みが重要となります。近年、
企業の経営において、従業員の健康は必要不可欠であるという考え方が
広がっています。そしてこの具体化のためには、企業と健康保険組合が一
体となり、健康に関する情報発信や投資を行う仕組みが求められていま
す。国ではこれを支える社会環境を整備するため、「次世代ヘルスケア産業
協議会」を発足。産学官あげて国民の健康づくりを推進しています。

※出典：	健康寿命は、厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活
習慣病対策の費用対効果に関する研究」

	 平均寿命は、厚生労働省「平成２２年完全生命表」

はかることからはじめる健康づくり
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は じ め に



一方、個人でできる健康管理は、まず自らの健康に関心を持ち、普段
何気なく過ごしている生活習慣をチェックすることです。このチェックを	
家庭で手軽にできるツールが体重計や体組成計、体温計、血圧計、歩数
計などの健康計測機器です。これらの機器を活用して、からだの状態を知
ることで食事や運動といった生活習慣の中に改善すべきポイントを見つ
けることができます。

本書では健康計測機器の正しい使い方や、健康管理の方法について
分かりやすく解説しています。はかることの大切さや健康的な生活習慣に
ついての知識を深めていただき、皆様の健康管理や快適な生活環境づ
くりにお役立てください。
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健康管理の基本は、健康計測機器を使って、自分のからだの状態を
知ることから始まります。ここで紹介する機器が皆様の健康づくりにどう
役立つか、そしてはかる際の注意点などについてご紹介します。

健康づくりに役立つ計測機器

3

体重計・体脂肪計・体組成計	  5～14ページ
　肥満は心臓病、動脈硬化、高血圧、脂質異常症、糖尿病など生活習慣病の発症と密接
な関係があると言われています。肥満度は、ＢＭＩ（体重〔㎏〕÷身長〔m〕÷身長〔m〕で得られ
た値）という指標で判断しますが、からだに占める脂肪の量（体脂肪率）も健康管理におい
て重要です。太り過ぎもやせ過ぎも健康的ではありません。体脂肪率や筋肉量、骨量など
人間の体の組成を計測する体組成計を活用して、バランスをチェックすることが大切です。

体温計	 15～22ページ
　平熱には個人差があり、年齢などによっても変化します。また、ワキの下や口中、耳な
ど、はかる部位によって得られる体温も異なり、正しい計測には必要な時間や方法も異
なります。自分の平熱を正しく知っておくことによって、発熱などの変調を知ることがで
きます。また、基礎体温をはかる場合、毎朝同じ時間に計測し、変化を確認しましょう。

血圧計  23～30ページ
　高血圧になると血管につねに負担がかかるため、血管が傷つきやすく、動脈硬化を
起こしやすくなります。この状態を放置していると、脳卒中や心臓病、腎臓病などの重
大な病気につながります。血圧は、環境や状態によっても変化しやすく、診察や検診の
受診中など、普段の血圧と違っていることがあります。そのため家庭で日常的にはか
ることが大切です。血圧が高い状態が続いている場合には、早めに医師に相談しましょ
う。

血糖計・電子尿糖計 31～38ページ
　糖尿病の主な指標となる値が血糖値です。糖尿病の方は、症状が悪化しないように
「血糖計」を活用して日々の血糖値を管理し、合併症のリスクを抑えていくことが重要
です。また、糖尿病の予防と早期発見のためには、尿中に含まれる糖を検出する「電子
尿糖計」が便利で、特に食後高血糖の管理に役立ちます。



調理用はかり・塩分計	 39～42ページ
　カロリーや塩分の摂り過ぎを防ぐポイントは、食材や調味料を「調理用はかり」で
計量し、塩分を「塩分計」でチェックすることです。目分量ではなく、きちんと計量す
ることで塩分の過剰摂取や食べ過ぎを防ぐことができます。また、成人の一日の野菜
摂取量は、国が推奨する目標の350gに届いてません。野菜不足解消のためにも、は
かって食べる習慣を身につけることが大切です。

歩数計・活動量計 43～48ページ
　歩行時の歩数や消費カロリーなどを手軽に計測できるのが「歩数計」です。また
「活動量計」は、歩行以外の家事や仕事などの活動や安静時代謝を含めた１日の総消
費カロリーをはかることができます。これらを活用することで健康管理に向けたカロ
リーコントロールが容易になります。

睡眠計	 49～54ページ
　睡眠は時間だけでなく「質」も重要で、食事や運動などの日中の活動、体調、疲労、
ストレスなどが影響します。また、睡眠時間が短過ぎても長過ぎても、糖尿病、高
血圧、脂質異常症、心臓病などの発症リスクが高くなるといわれています。「睡眠計」は、
呼吸や脈拍、からだの動きなどから睡眠の状態（長さや深さなど）を評価し、睡眠改善を
支援します。

温湿度計	 55～58ページ
　快適な居住空間は、温度だけではなく湿度によっても影響を受けます。「温湿度計」を
活用して温度と湿度のバランスを保ち、快適な健康空間をつくりましょう。夏の熱中症や
冬のインフルエンザ感染の対策など、健康管理の視点からも温湿度管理は重要です。
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Ⅰ. からだの状態を知る

●❶ 体重計・体脂肪計・体組成計
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太り過ぎもやせ過ぎも良くないの?

肥満は生活習慣病の原因に
食べ過ぎや運動不足などの生活習慣の乱れは過剰な脂肪の蓄積につ

ながり、肥満になります。特に内臓の周りにつく内臓脂肪の過剰蓄積は、
心臓病、動脈硬化、高血圧、脂質異常症、糖尿病など生活習慣病の発症
と密接な関係があるといわれています。また、ガンの発症率も高まるとい
われています。

実はやせ過ぎもよくありません
一方、やせ過ぎもよくありません。最近の若い女性はダイエットや偏食

などにより「やせ過ぎ」傾向にあり、20代女性の２割がやせ過ぎであると
いうことが問題化しつつあります（BMIが18.5未満のやせ型が20～29
歳女性の21.8％／厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査」）。
このやせ過ぎの傾向は、女性ホルモンの機能低下を招き、骨量の減少、
月経周期の乱れや遅れ、停止などから、妊娠・出産に影響する場合もあり
ます。

隠れ肥満　体重が同じでも脂肪率が高い人

身長 162cm
体重 58kg
体脂肪率 20%

身長 162cm
体重 58kg
体脂肪率 32%

隠れ
肥満



●❶ 

体
重
計・体
脂
肪
計・体
組
成
計

6

太り過ぎもやせ過ぎも良くないの？

簡単に肥満かやせ過ぎかを見分ける指標
肥満かやせ過ぎかを簡単に判定するには、BMIという体重（キログラ

ム）を身長（メートル）で2回割った値を用います。

からだの中身をチェックしよう
体重は標準でも実は脂肪が多い「かくれ肥満」の人もいます。体重が同

じでもスポーツなどでからだを鍛えて筋肉の多い人とそうでない人の体
脂肪率は同じではありません。健康なからだを維持・管理していくために
は体重の変化と同時に、脂肪の割合が多いのか、筋肉質なのかをチェッ
クすることが大切です。

BMIの計算式

BMI（kg/m2） ＝ 体重（㎏） ÷ 身長（m） ÷ 身長（m） 

BMIによる体格判定

判定 やせ 標準範囲 肥満度1 肥満度2

BMI値
（kg/m2）

18.5
未満

18.5～
25未満

25～
30未満

30
以上

※ＢＭＩとは、ボディー・マス・インデックスのことで、「体格指数」
と訳されます。１８．５以上２５未満が標準体格で、疾病率が最
も少ない理想的なＢＭＩ値は「22」とされています。
※ＢＭＩによる判定は成人を対象にしています。
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子どもの肥満のリスクとは？

１０代で生活習慣病を発症する危険性
文部科学省が公表している「年齢別	肥満傾向児の出現率の推移（昭和
52年度～平成25年度）」によると、昭和52年度に比べ、平成25年度では
6歳～14歳の全年齢で肥満傾向児が約1.5倍以上という結果が出て
います。平成18年度に算出方法が変更となっているため、数字だけで判
断はできないものの、子どもの肥満は確実に増加しています。また、肥満
傾向にある子どもの60～80％は肥満状態から抜け出せないといわれて
います。その結果、10代、20代であっても内臓脂肪の蓄積が起こり、高
血圧や糖尿病などの生活習慣病を引き起こす危険性が高まります。
子どもの肥満は遺伝性のものもありますが、多くの場合、生活習慣の
乱れが原因といわれています。食生活や生活リズムを見直し、改善しま
しょう。

やせ過ぎにも注意しましょう
一方、やせ過ぎにも注意が必要です。筋肉や骨などが成長する大切な
時期に欠食や極端な食事制限など無理なダイエットを行うと、必要な脂
肪、筋肉、骨が増えていきません。体組成計を活用して、子どもの頃から
筋肉と脂肪のバランスが保てるよう、適切な体脂肪率の維持が必要で
す。子どもの健康のためにも家族で食事や運動などに気を配りましょう。
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子どもの肥満のリスクとは？

子どもの肥満対策
①食生活の改善
子どもは成長期に身長が伸びるため、中程度の肥満なら現在の体
重を維持するだけでも肥満度は低下していきます。身長を伸ばす妨
げにならないよう1日3食の食事に高タ
ンパク、低カロリーを心がけ、カルシウム
を十分に摂取しましょう。間食は無理に
やめさせるのではなく、スナックやチョコ
レートなどをできるだけ控え、乳製品や
果物、おにぎりなど、必要な栄養素を補う
ことができるものに変えていきましょう。

②規則正しい生活スタイルを
食生活はもちろんですが睡眠不足も肥満につながります。子どもは
睡眠時に大切な成長ホルモンが分泌され
るので、夜更かしをして睡眠時間が短く
なるほどホルモンの分泌が不安定になり
ます。早寝・早起きをすることで遅い時間
の間食も避けられ、きちんと朝ごはんを
食べられるようになり、食生活の改善に
もつながります。

③運動不足の解消
文部科学省が行っている「体力・運動能力調査」によると、子どもの
体力・運動能力は、昭和60年頃と比べると、低い水準で推移している
そうです。この原因の一つには遊ぶ時間や場所が限られてしまってい
ることもあげられます。休みの日などは家族でからだを動かす機会を
作りましょう。
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まずは体重を知ろう

用途に応じた体重計で体重チェック
肥満かやせているかを判断するには、まずは体重を知ることが重要で

す。体重計には、ばねなどを利用して目盛りで値を読みとるアナログ式
（機械式）と、荷重センサーを利用して、より小さな単位で値を表示する
デジタル式（電気式）の2つに分類されます。また、以下のようにさまざ
まな種類の体重計がありますので、用途に応じてお選びください。

①一般的な体重計

家庭用の「ヘルスメーター」と、病院や学校
での身体測定で使うために作られた「台はか
り」に分類されます。台はかりタイプは、たい
へん頑丈に作られています。最近では、身長
計の付いた「身長体重計」も普及し、体重測定
と同時にBMIも計算され、集団健診をスムー
ズにしています。

②赤ちゃんのための体重計

赤ちゃんから5～6歳までの測定に使われ
るのが「乳幼児用体重計（ベビースケール）」
で、測定値は、発育や成長の状態、乳児の場
合は授乳量を知る目安として広く利用され
ています。母子手帳には幼児の身長体重曲
線が載っていますが、身長体重曲線の基準
線より上向きになると肥満に注意する必要

身長体重計

ベビースケール
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まずは体重を知ろう

があるとされ、これを「肥満の一次予防」と呼んでいます。
なお、5～17歳の標準体重については、BMIより算出した値ではなく、
男女別・年齢別・身長別に示された値を基準にするのが一般的です。

③さまざまなタイプの体重計

高齢者の体重低下は注意が必要なときがあります。一方で、肥満は膝関
節障害などを引き起こしやすいといわれています。このため、お年寄りや
からだの不自由な方の体重管理は重要で、さまざまなタイプの専用の体
重計が用意されています。
例えば、ひとりで立ち続けるのが難しい方のための「手すり付き体重
計」、車いすの状態ではかることができる「車いす体重計」、同じように段
差のない「バリアフリースケール」、治療中に使うことができる「ベッドス
ケール」や「ストレッチャースケール」などがあります。また、これらの体重
計の多くには、一定時間からだを静止できない方のために測定値が安定
すると表示が固定される「ホールド機能」や、透析の際など細かい測定単
位を必要とする場合の「拡張表示機能」などが搭載されています。

車いす体重計
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体組成計とは？

体重測定から体組成計測へ
かくれ肥満という言葉からもわかるように、正しく肥満の度合いを
知るには体重だけではなく「脂肪の割合がどのくらいあるのか」を知ら
なければなりません。そこで登場したのが「体脂肪計」です。体脂肪計
は、からだの中に占める脂肪の割合を体脂肪率としてはかる機器で、
90年代以降の肥満管理の主流となりました。そして、この体脂肪計を
さらに進化させたのが「体組成計」です。

体組成とは
体組成とは「からだが何で出来て

いるか」ということです。からだを構
成する成分には大きく分けて「脂肪」
「筋肉」「骨」「水分」があります。脂
肪が多過ぎたり、筋肉が少な過ぎた
りといった体組成の乱れは生活習
慣病や体調の乱れにつながります。
「体組成計」は、体重計や体脂肪
計ではわからなかった「筋肉量」や
「基礎代謝量」「内臓脂肪」やその増
減などを知ることができます。これら
の変化に気づくことで、健康管理に
生かしたり、間違ったダイエットを防いだりすることができるのです。
体組成計は、計測時にからだに微弱な電流を流し、その電気抵抗値（生

体組成計は体重をはかりながら
からだに微弱な電流を流します

筋肉：水分や電解質を多く含むため、
　　　電気が通りやすい
脂肪：ほとんど水分を含まないため、
　　　電気が通りにくい

生体電気インピーダンス法
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体組成計とは？

体電気インピーダンス）を計測して、脂肪や筋肉などの体組成の値を導き
出します。脂肪組織はほとんど電気を通しませんが、筋肉などの電解質を
多く含む組織は電気を通しやすい性質があります。この性質を利用して、
脂肪とそれ以外の組織の割合を導き出しています。具体的には測定者の
①身長、②体重、③年齢、④性別のデータと計測した電気抵抗値をもと
に、各社が独自に収集した人体の基礎データから作り上げた計算式を用
いて、筋肉や脂肪などの体組成データを算出しています。

体 重 計：	体重だけを表示。

体脂肪計：	体脂肪計の多くは体重と体脂肪率のみを表示。
体組成計：	体重、体脂肪率、筋肉量、推定骨量などを表示。

体  重 体脂肪率 筋肉量・内臓脂肪・基礎代謝量・骨量など

体 重 計

体脂肪計

体組成計

体重計・体脂肪計・体脂肪計の機能比較



Ⅰ. からだの状態を知る

●❶ 体重計・体脂肪計・体組成計

13

体組成計測のポイントは？

正しいはかり方
私たちのからだは、食事や運動などによって、体重だけではなく、体内水
分や体温も1日のなかで常に変化しています。このため、計測時間や条件
によってからだの電気抵抗値が異なり、体脂肪率などの計測値も常に変
動します。この変動の影響を抑制し、より安定した計測値を得るために、
はかる時間帯は『食前かつ入浴前』が推奨されています。
なお、計測の際、電極に触れる部分が乾燥していると正しくはかれない
場合がありますので、手のひらや足のうらを湿ったタオルなどでよく拭い
てから計測してください。一般に、畳やじゅうたんなど床面の柔らかいと
ころでは正確な計測ができないため、床板など硬い平らなところに置い
て使いましょう。

毎日できるだけ同じ時間帯にはかりましょう
毎日できるだけ同じ時間帯、同じ状態ではかることによって、変化を把
握する精度が高まります。その際には、細かい変化にとらわれず、長期的
な変化傾向を見るようにしましょう。
また、体重や体脂肪率など、はかった数値を記録し続けることも有効で
す。食事や運動についてのメモをとり生活習慣を振り返ることで、体重や
体脂肪率が増減する理由が見えてきます。記録することから、ふだん何気
なく行っている習慣を見直しましょう。
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体組成計測のポイントは？

リバンウンドしない減量の目安は１日５０g
減量のペースは無理のないように、１日に50gずつ、1カ月で1kg

から1.5kg程度を目安にしましょう。この急ぎ過ぎない目標をもつ
ことが、リバウンドしないコツでもあります。また、無理のないペー
スで減量することによって、からだが自然と体重変化に慣れるた
め、停滞期に陥ることなくスムーズに減量することができます。

記録表の一例
1月／日 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

体重（kg)

体脂肪率（％）

体調

1日の歩数

メモ

◎非常に良好　○良好　△普通　▲やや悪い　×悪い

64kg

63kg

62kg

61kg

28%

27%

26%

25%

63.4 63.8 63.2 63.8 63.2 62.8 63.5 62.7 62.1 62.6 62.0

26.3 26.0 26.5 26.5 26.2 26.2 26.7 26.4 26.0 25.8 25.8

9530 12010 11000 10500 11000 5320 12000 12500 9800 9450 11000

◎ ◎ ◎ △ ◎ △ ◎ ○ ▲ ○ ◎

夕
食
を
食
べ
過
ぎ
る

休
日
の
た
め
か

疲
れ
が
残
っ
て
る

外
出
な
し

体
調
良
い
、歩
い
た

風
邪
気
味
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平熱は人によって違う？

平熱には個人差があります
日本人のワキの下の平均体温は37℃前後ということをご存知です
か？	ワキの下で正しくはかった場合、子どもからお年寄りまでの健康な
人の平均値が36.89（±0.34）℃という調査結果があります。37℃を発
熱の目安と思っている人が多いと思いますが、実際には36.55℃から
37.23℃の平熱の方が多く、37℃というのは、むしろ平熱の平均値なの
です。
もちろん平熱には個人差があり、平熱の範囲内にないからといって
異常というわけではありません。平熱の低い人が病気などで発熱した
ときに、平熱の高い人と同じくらいになることもあります。発熱している
かどうかなど、自分の異常を知るためには、自分の平熱を知っておくこ
とが大切です。

平熱は年齢によって変化します
一般には、生後1カ月

までの赤ちゃんの体温は
37℃台と高く、幼児や子供
も大人より高めです。逆に
65歳以上では平均体温は
36.66（±0.42）℃との報告
があり、お年寄りになると
体温は低めになることがわ
かっています。
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平熱は人によって違う？

しかし、最近では若年齢であっても、食生活の乱れや運動不足などが
原因で平熱が35℃台の低体温気味の人が増える傾向にあります。一般
に平熱が35℃を下回ると低体温症として健康障害を引き起こすことがあ
るといわれています。

平熱は1日のうちで変化します
人の体温には24時間単位でリズムがあり、1日の中で変化していま

す。早朝の寝ているときがもっとも低く、午後2～5時くらいがもっとも
高いのが一般的です。時間を決めて平熱を把握しておくと体調管理に
役立ちます。

年齢によるワキの下温度の比較

（出典：「臨床生理」Vol.7より）

15

体温
（℃）

構成比（%）

10

5

0
35.0 36.0 37.0 38.0

10～50歳
64歳以上

出典	：	「臨床生理」Vol.7
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体温計にはどんな種類があるの？

電子体温計
体温計の先端にあるサーミスタ（感温
素子）でとらえた温度をデジタル表示し
ます。読み取った温度をそのまま表示す
る「実測式」と平衡温の予測値を表示する
「予測式」があります。

耳式体温計
鼓膜とその周辺から出ている赤外線を

センサーが検出し、温度を瞬時にはかりま
す。鼓膜の温度は体外の温度に左右され
にくく、中核温に近い温度を示します。む
ずかる赤ちゃんやじっとしていない小児な
どの検温に最適です。

電子体温計

耳式体温計
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体温計にはどんな種類があるの？

体温をワキの下や口中、耳ではかるのはなぜ？
人のからだは、表面や内部、計測場所によって温度が違います。
手足や顔など、からだの末端や表面の温度は環境の影響を受けま
す。一方、からだの内部の温度は、脳や心臓などの大切な臓器の
働きを保つために安定しています。からだの内部の安定した体温を
「中核温」といい、最も重要な体温ともいえますが、ふだん簡単に
はかることはできません。
からだに負担をかけず、中核温に近い温度がはかれる部位とし

て、ワキの下や口中（舌下）、耳、直腸などがあります。なお、口中で
はかった場合の体温は、ワキの下よりも少し高いのが一般的です。
耳ではかる体温計は、中核温に近い鼓膜とその周辺の温度を瞬時
にはかります。
はかる部位によって検温に必要な時間や方法が異なり、得られ

る温度も違います。耳の平熱、口中の平熱、ワキの下の平熱など部
位ごとに、それぞれ平熱がありますので、あらかじめ知っておくと
よいでしょう。
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基礎体温ってなあに？

月経周期と基礎体温の関係
人が生きていく上で、最低限必要な体温のことを「基礎体温」といいます。
寝ていてもそれ以下には下がらない、その人にとって最も低い体温のこと
です。女性の場合、この基礎体温が月経周期と連動して周期的に変動してい
ます。
妊娠が可能な健康な女性は、ホルモンの作用で排卵と月経を繰り返して

います。このホルモンの作用で、基礎体温も周期的に変化するのです。基
礎体温には、高い時期と低い時期があり、高い時期を「高温期」、低い時期を
「低温期」といいます。
月経が始まると体温は低下し、排卵が起こるまで低温期が続きます。排
卵後は基礎体温が上昇して高温期に変わり、その状態が次の月経が始ま
るまで約２週間ほど続きます。その時に妊娠していれば次の月経はなく、
高温期が継続します。

℃

36.80
.70
.60
.50
.40
.30
.20
.10

36.00

月経周期

基
礎
体
温

28 29 28 2926 2724 2522 2320 2110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 654321654 987321

（月経初日）（月経初日）
排卵日

低温期
（約14日）

高温期
（約14日）

月経 月経妊娠可能な
時期

妊娠可能
な時期

最も妊娠し
やすい時期

妊娠しにくい
時期
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基礎体温ってなあに？

正しく基礎体温をはかりましょう
低温期と高温期の差は0.3～0.5℃程度しかありませんので、日々の検
温は、正確さを期すために実測で行うのが望ましいとされています。予測
機能が付いた基礎体温計を使用する場合でも、測定値が安定するまで実
測することが推奨されています。
基礎体温を数カ月間記録していると、変化のパターンがわかってきま

す。そうすると、体調の変化を把握することができ、排卵日や月経日があ
る程度予測できるようになります。
基礎体温は、基礎体温計を使って、口中（舌下）ではかります。基礎体温
計の表示は0.01℃単位になっていて、0.3
～0.5℃の範囲内の微妙な変化をはかる
ことができます。変化の推移を把握するた
めに、基礎体温は毎朝なるべく同じ時間
にはかるようにします。また、目覚めたら
すぐに動いたり伸びをしたりせず、起き上
がらずに横になったままではかることも大
切です。

基礎体温計の種類
●	最近ではマイコンを内蔵した多機能タイプも普及しています。
●	多機能タイプの基礎体温計は、測定した体温の自動メモリーや
グラフ表示、妊娠しやすい期間、妊娠の可能性、次回月経日や出
産予定日などを推定し、希望出産日の設定ができる機種もありま
す。また、パソコンなどでデータ管理や保存が可能なタイプも普
及しつつあります。
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体温の正しいはかり方は？

測定の時間
正確な体温測定には、従来型の実測式の体温計ではワキの下で10分
以上、口中で5分以上の時間が必要です。なお普及モデルの予測式のも
のには、10秒から30秒で測定できるものがあります。

ワキの下での正しいはかり方
①	からだが冷えている場合は、ワキの下を閉じておきます。ワキの下に
汗をかいている場合はよく拭き取っておきます。

②	ワキの下の中央のくぼみに体温計の先端があたるように、斜め下から
差し込むようにします。正しくあてないと実際より低い値を示すことが
あります。

③	ワキの下が密閉されるように、体温計が上半身に対し30度ぐらいに
なるようにしてワキを閉じ、ひじをワキに密着させます。このとき手の
ひらを上向きにするとワキがよくしまります。

体温計の先端を
ワキの下中央の
くぼみにあてる

検温中はワキの下を
しっかり閉じる　

30度
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体温の正しいはかり方は？

口中（舌下）での正しいはかり方
①	舌の裏側の一番奥にある中央の
スジ（舌小帯）の両側が正しい検
温位置です。ここに、体温計の先
端があたるようにし、舌で軽く閉
じるようにしてはかります。

②	測定中は口を開けたり話したりせ
ずに、じっとしたままはかります。

③	ワキの下ではかるときよりも、体
温が高めになるのが一般的です。

耳での正しいはかり方
①	プローブを耳の奥（鼓膜の方向）へ向けてしっかり入れます。いつも一
定の角度、深さではかるようにします。

②	入れ方が浅いと、プローブが耳
の穴の壁に向いてしまい、正確な
検温ができません。耳の奥に正し
く向けるには、耳たぶを後方へ軽
く引っ張ると、プローブが鼓膜に
向きやすくなります。

③	耳が小さくてプローブが入らない
ときは、耳の奥に向けて入り口を
ぴったりふさぐようにはかります。

④	外耳炎、中耳炎など耳に病気が
あるときははからないでください。

体温計の先端を
舌下の一番奥にある中央の
スジの横にあてる

プローブを鼓膜の方向に
しっかり入れます。
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血圧は何のためにはかるの？

血圧とは
血液は、からだのすみずみまで行き渡るため心臓によって圧力を加え

られ、その力で血管の中を進んでいきます。血液に加わる圧力を血圧と
いい、その圧力は血管の内側にもかかっています。
心臓は、１日におよそ10万回も収縮と拡張を繰返して、血液を送り出し

ています。血圧は、心臓が収縮して血液を送り出す間に最も高くなり（収
縮期血圧、または最高血圧）、心臓が拡張して次に送り出す血液をため込
む間に血圧は最も低くなります（拡張期血圧、または最低血圧）。

血圧測定の目的
①	血圧に影響を及ぼす病気を診断する。
②	血圧を下げる／上げる薬の効果を確認する。
③	手術中などに血圧が生命の維持に適切なレベルかを調べる。

動脈壁が膨らむ

（収縮期血圧） （拡張期血圧）
動脈

動脈

左心房

左心室

左心房

左心室

拡張収縮

元にもどる
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血圧は何のためにはかるの？

高血圧は、さまざまな病気のもとになります
高血圧が長く続くと動脈が傷んで（動脈硬化）さまざまな内臓の働きが衰

えていき、次のような命にかかわる病気にもかかりやすくなります。
①	脳血管障害：	脳内の血管が破れる脳出血や血管が詰まる脳梗塞など。
②	心臓病：	心臓の血管が詰まって動かなくなる心筋梗塞や心臓の筋
肉が太って動きにくくなる心不全など。

③	腎臓病：	腎臓への血管が狭くなって（腎動脈狭窄）血液が流れにくく
なったり、腎臓の中の血管が傷むことで腎臓の機能が失われる。

高血圧の診断基準と降圧目標（																		）
血圧には、これ以上になれば高血圧とするという診断基準値と、治療で

ここまで下げるべきという降圧目標があります。家庭ではかる血圧（家庭
血圧）では次の診断基準と降圧目標が用いられています。
注意：	高血圧の判定は医師が行います。自己判断はしてはいけません。

●	高血圧の診断基準値　収縮期血圧	 ≧	 135mmHg
　　　　（家庭血圧）	 拡張期血圧	 ≧	 85mmHg
	 または	その両方

●	降圧目標（収縮期血圧/拡張期血圧）（家庭血圧）

若年、中年、前期高齢者 135/85	mmHg未満
後期高齢者（75歳以上） 145/85	mmHg未満＊1＊2

糖尿病患者 125/75	mmHg未満
CKD患者（蛋白尿陽性） 125/75	mmHg未満＊2

脳血管障害／冠動脈疾患患者 135/85	mmHg未満＊2

＊１：	忍容性があれば135/85mmHg未満を目指す　　＊２：	目安

日本高血圧学会治療指針
2014年版
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血圧測定のしくみは？

聴診法とオシロメトリック法
現在一般的に用いられている血圧測定の原理は、聴診法とオシロメト

リック法があります。

①	聴診法・コロトコフ法

血圧を測定する際、腕にカフ（腕帯）を巻き、そこに空気を送り込んで血
管を圧迫し、いったん血液の流れを止めます。その後、徐々にカフ圧を下
げて行くと、やがて血液の圧力がカフ圧を上回るようになります。血液が
心臓の拍動に合わせて断続的に流れ始めるのです。この拍動に合わせて
血管が出す音をコロトコフ音（Ｋ音）といいます。Ｋ音を人間が聴診器で聞
いてはかる方法を聴診法、自動血圧計（P27参照）がＫ音をマイクロホンで
検知してはかる方法をコロトコフ法といいます。

最高血圧
最低血圧

0
-1.0

1.0
0

200

10 20 （秒）

カフ圧（mmHg）

コロトコフ
音振幅（V）

時間

カフ圧の徐々減速過程におけるコロトコフ音の変化
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血圧測定のしくみは？

この２つの方法では、Ｋ音が聞こえ始めた時のカフ圧を収縮期血圧（最
高血圧）、さらにカフ圧を下げて行き、Ｋ音が聞こえなくなる直前のカフ圧
を拡張期血圧（最低血圧）として読み取ります。

②	オシロメトリック法

オシロメトリック法は、自動血圧計で用いられる測定原理です。カフ圧
を徐々に下げて行く時、圧迫されている血管の中を、断続的に血液が流
れますが、この時、血管が拡張・収縮して振動を起こします。この振動をカ
フ圧の微小な変化として捉え（カフ圧脈波）、血圧を算出する方法です。具
体的には、カフ圧脈波が急に増大し始める時のカフ圧を収縮期血圧、そ
の後、最大点を通過し、カフ圧脈波の大きさがそれ以上あまり減少しなく
なった点のカフ圧を拡張期血圧として読み取ります。

最高血圧
最低血圧

0
-2.0

3.0
0

200

10 20 （秒）

カフ圧（mmHg）

カフ圧脈波（mmHg）カフ圧脈波（mmHg）

時間

カフ圧の徐々減速過程におけるカフ圧脈波の変化
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血圧計にはどんな種類があるの？

血圧計には手動式血圧計と自動血圧計があります。家庭での測定に使
われるのは、ほとんどが自動血圧計です。

手動式血圧計

①	水銀式血圧計

ガラス管の中の水銀がどの高さまで押し
上げられるかによってカフ圧を表示します。
血圧の単位mmHg（水銀柱ミリメートル）は、
高さの単位（mm）と水銀の元素記号（Hg）を
組み合わせたものです。手動式のため、血圧
は聴診法（P25参照）を使って人が判定します。

②	アネロイド型血圧計

カフ圧は針式のメータで表示されます。
最近は、デジタル表示やＬＥＤのメータ表示
のものもあります。

自動血圧計
自動血圧計には上腕式と手首式とがあり、カフ圧をはかるだけでなく、血
圧値も自動計算して表示します。脈拍数も同時に測定でき、広く普及して
います。圧力センサー、信号処理回路、表示部などから構成され、全体をマ
イコンが制御しています。メモリーやプリンター付きのもの、パソコンへの
データ通信機能や携帯電話回線による自動送信機能付きのものもあります。

水銀式血圧計

手動式血圧計

アネロイド型血圧計
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血圧計にはどんな種類があるの？

自動血圧計

自動血圧計（上腕式） 自動血圧計（手首式）

家庭で血圧をはかる意味
血圧はさまざまな原因で変化します。特に、外来診察や健診の受
診中は、普段の血圧と違っていることも多く、家庭血圧無しでは正
しく診断できないことが分かってきました。このため、世界中の高
血圧学会では、家庭血圧を推奨し、医療機関での血圧（院内血圧）
よりも家庭血圧を重視するガイドラインを発行しています。
このほか、血圧を下げる薬（降圧薬）の効き目を調べたり、血圧の
下がりすぎをチェックするためにも家庭血圧は有用です。高血圧
は、院内血圧と家庭血圧によって以下のように分類されます。

白衣高血圧： 普段の血圧（家庭血圧）は正常なのに、院内血圧が高い状態
をいいます。医療環境で血圧が一時的に上がるのが原因で、
今すぐ治療は必要ありません。ただし、このタイプの人は持
続性高血圧（後述）に移行しやすいともいわれており、家庭
血圧による定期的な観察が必要です。

仮面高血圧： 病院では正常なのに、普段は高血圧の状態です。高い血圧が
医師に見えないため、治療が遅れて病気が重症化しやすい最
も危険なタイプです。健診で正常と判断されても、家庭での
定期チェックが薦められます。

持続性高血圧： 院内、家庭に関わらず、常に血圧が高い状態です。
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測定前の準備とポイントは？

測定前の準備
●	環境のチェック
①	室温は快適か？
②	周囲に騒音がなく静かか？
③	トイレは済ませたか？

●	からだの状態のチェック
運動直後、食後１時間以内、入浴後１時間以内、会話中、喫煙直後、カフェ

イン摂取後は血圧が影響を受けている可能性があるため注意しましょう。

●	測定前に１～２分の安静時間を設けましょう
血圧は直前のからだや精神活動の影響を受けます。測定前に、おしゃ

べりを止め、リラックスして１～２分間、安静時間を取ります。値が安定し
ない場合は、安静時間を
長めに取って、深呼吸など
をすると良いでしょう。

●	記録の用意
測定値は全て記録しま

しょう。１度の上がり下が
りで一喜一憂することな
く、診断は先生にして頂き
ましょう。

測定前にはさけましょう！

お酒・たばこ・
カフェインなど
の摂取

食事 入浴

運動
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測定前の準備とポイントは？

血圧測定のポイント
●	測定のタイミング
起床時と就寝前に、それぞれ２回ずつ測定します。起床時はトイレを

すませ、服薬前、食事前に測定します。就寝前は、できるだけ寝る直前に
測定します。

●	正しい姿勢を保つ
いすの背もたれに軽くもたれ、足を組まず、リラックスして座ります。
測定部位（上腕や手首）が心臓の高さ（乳頭の位置）になるよう、本などで
調整します。

●	カフ（腕帯）を正しく巻く
カフの装着は血圧測定で最も大切なポイントです。巻き終わった時に、
すき間ができないよう（上腕の場合は、指１本入る程度に）ピッタリと巻き
ます。

上腕式の姿勢

手首式の姿勢

手首が
心臓の高さ

両足を
床につける

カフの中心は
心臓と同じ高さ
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糖尿病ってどんな病気？

成人の５人に１人が糖尿病か糖尿病予備軍
厚生労働省が行った「平成24年国民健康・栄養調査」によると、成人の
約5人に1人が「糖尿病」か「糖尿病予備軍」（糖尿病が強く疑われる人と、
その可能性が強く否定できない人）であるといわれています。
糖尿病は血中のブドウ糖濃度が高くなることにより、さまざまな障害

を引き起こす病気です。糖尿病の自覚症状は「のどが渇く」「疲れやすい」
「尿量が多い」「体重減少」などがあげられますが、糖尿病初期にはほと
んど自覚症状がありません。
糖尿病の発症は、腎症、網膜症、神経障害などの合併症を引き起こし、
放っておくと失明したり、腎不全を起こして透析が必要になったり、壊

え

疽
そ

により下肢を切断しなければならなくなったりと、生活の質を著しく低下
させてしまいます。また、医療費の年間自己負担額は4.5万円～13.2万
円、総額では15万円～500万円（「糖尿病の医療費」糖尿病ネットワーク
調べ）にのぼるなど経済的損失も少なくありません。
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糖尿病ってどんな病気？

糖尿病予防は血糖値の管理から
糖尿病予防のための指標となるのが「血糖値」です。糖尿病は初期の

自覚症状がありません。しかし、自覚症状がなくても早い段階から日頃
の血糖値を把握し、食事内容の見直しや適度な運動といった生活習慣
の改善を行うことで予防できます。また、糖尿病の方でも症状が悪化し
ないように日頃の血糖値を管理し、合併症のリスクを抑えていくことが
重要です。

食後高血糖に注意しましょう
食後の血糖値が140mg/dL（注）以上であることを「食後高血糖」と言い、
近年この値が注目されています。食後高血糖は糖尿病を発症する前に現
れ、糖尿病の前段階であるといわれています。これを放置すると徐々に空
腹時の血糖値が上昇し、糖尿病になると言われています。
また、糖尿病と診断されていなくても、食後高血糖を繰り返す食習慣を
続けていると血管の内側の細胞が傷つき、心筋梗塞や脳梗塞などの動脈
硬化疾患の原因につながることが分かっています。
注：	血糖値の単位は日本国内ではmg/dL（ミリグラムパーデシリットル）に統一されてい
ます。これは血液1dL（100ml）中にブドウ糖が何mg含まれているのかを表します。
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計測機器にはどんな種類があるの？

血糖計
現在では、簡単に使える小型の「血糖計」が市販されているので、医師

の指導に従って自分で手軽に血糖値を測定することができます。血糖
計は、わずかな血液で測定でき数秒で結果がわかるので、自己管理に適
しています。
注：	血糖計を使用する際は、医師の指導に基づいて正しく測定してください。血糖計や電
子尿糖計によって得られた測定結果については、医師の判断を仰いでください。
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計測機器にはどんな種類があるの？

電子尿糖計
血糖計は針を刺して血を採取する「穿刺」が必要になり、痛みを伴いま

す。一方で、この痛みを伴わず血糖値の状態を確認することができる
機器が「電子尿糖計」です。「尿糖」とは血液中のブドウ糖(グルコース)が
尿中に排出されたものです。血糖値が正常なときは、腎臓でろ過される
際に糖を99％再吸収するため、尿糖が検出されることはほとんどありま
せん。
しかし、血糖値が高くなると腎臓で糖が再吸収しきれず尿中に流れ
出てしまいます。個人差はありますが、多くの人は血糖値が160～
180mg/dL以上になると尿中に糖が排出されます。尿糖値は血糖値
と密接な関係があり、排尿から排尿までの血糖の状態を尿糖値から推
定することができるのです。

電子尿糖計
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電子尿糖計の測定のしくみは？

尿糖値で健康状態をチェック
食後にのみ血糖値が高値になる「食後高血糖」の症状は、糖尿病の発
症前にも見られる兆候として注目されています。食後の尿糖測定は、食事
による血糖上昇の程度と食事コントロールの良否を知る目安になり、糖
尿病の予防や症状改善など生活習慣病予防のための健康管理に役立ち
ます。
血糖値は採血した時点の数値を表示しますが、採血の前後の状態は分

かりません。尿糖値は前回の排尿から今回の排尿までの間の食事などに
よる高血糖の状態を反映するため、食後の尿糖値を測定すれば簡単に食
後高血糖の状態を知ることができます。このため、健康診断では見つけに
くい糖尿病予備軍のスクリーニングを容易に行えるほか、糖尿病治療に
おける食事や運動の効果を簡単に確認することができます。
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電子尿糖計の測定のしくみは？

電子尿糖計のつかい方
電子尿糖計は、簡単に血糖値の状態を把握することができる計測機器

です。本体のセンサーに直接尿をかけるか、採った尿に電子尿糖計を挿
し、かき回すだけで尿糖値を測定することができます。特に食後高血糖を
簡単に確認できるといったメリットがあります。食後の尿糖値を測定する
時は、食事直前に一度排尿し、食後１～２時間の尿で測定することで食後
に高血糖の状態であったかどうかが簡単に分かります。
尿糖値は毎日の体調や食事内容、測定のタイミングによって変化しま

す。できるだけ同じタイミングで測定するようにしましょう。日常的に尿
糖値をチェックして食事や運動に気をつければ、効率の良い血糖値コント
ロールが期待できます。
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糖尿病にならないためには？

循環サイクルをつくろう
血糖値や尿糖値の測定行動を「食事」→「運動」→「測定」→「記録・振り返

り」という循環サイクルに組み込みましょう。生活習慣の中に測定と測定結
果の記録、測定前の行動の振り返りを取り入れ、その結果を次の行動（食事・
運動）に反映させていくことで、糖尿病の予防や症状改善が期待できます。
血糖値や尿糖値の自己測定を繰り返すことで、血糖値や尿糖値が高い
値を示したときと低い値を示したときの行動の差が自覚できるようになり
ます。高い値を示したときは食事が高カロリーだったり、量が多かったり、
一方、低い値を示したときは運動をしっかりと行っていたなど、食事や運動
と血糖値や尿糖値との変化の関係がしっかり理解できるようになります。
血糖値や尿糖値の高低の要因が分かれば、高くなり過ぎないように生活
習慣を変えることができます。特に食後高血糖については、こまめにチェッ
クをして血糖値が大きく上昇しないように注意しましょう。

循環サイクル

食事

運動

測定

記録・
振り返り
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糖尿病にならないためには？

食事でコントロールする（一例）

カレーライスとポテトサラダ、ラーメンとライスなど炭水化物（糖質）の
重ね食べを避けるとともに、食事のはじめには食物繊維を豊富に含む野
菜や海藻などから食べましょう。食物繊維は比較的消化吸収がゆっくり
であるため、食後に血糖値が急激に上昇するのを抑え、さらによく噛むこ
とで満腹感を得ることができ、食べ過ぎを防止できます。

運動でコントロールする（一例）

食後にウオーキングなどの軽い運動をすると、筋肉を使うことで糖が
消費され、食後の血糖値が下がります。逆に食後に運動をしないと血糖
値は下がりにくくなります。



Ⅲ. 食生活をサポートする

❶ 調理用はかり

39

どんな食事が健康にいいの？

栄養バランスのとれた食習慣を
食生活が豊かになり、好きなものを好きなだけ食べられるようになる

ことで、かえって食事が偏り、栄養バランスを崩し、栄養不足に陥ってい
る人が増えています。
	また、過食やアンバランスな食事が原因で起こる肥満、糖尿病、高血
圧などの生活習慣病が問題になっています。さまざまな病気を防ぎ、健
康を維持・増進していくためには、必要な栄養素をバランスよく摂るよ
う、日頃から心がけることが大切です。
家庭で使われている「調理用はかり」には、最近ではさまざまな機能

を搭載したモデルが登場しています。例えば、水や牛乳などの液体が体
積で計測できたり、0.1グラム単位の高精度計量ができたりするモデル
のほか、食品のカロリー計算ができる機能を搭載したモデルなどもあり
ます。目的に合わせて上手に活用しましょう。

はかることから始まる健康的な食習慣
カロリーや塩分の摂り過ぎを防ぐポイントは「はかる」こと。調理をす
るときには、家庭用はかりや計量スプーンなどで食材や調味料をはかっ
てみましょう。例えば、調理で使う油などは1ｇあたり約９kcalと高カロ
リー。ほんのちょっとした加減で大きくカロリーが増えてしまいます。目
分量ではなく、きちんと計量することで塩分やエネルギーの摂り過ぎを
防ぐことができます。
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どんな食事が健康にいいの？

また、成人の一日の野菜摂取量は、国が推奨する目標の350ｇに対し
て286ｇにとどまっています（平成24年厚生労働省調査）。野菜を摂った
ほうが良いという意識は高まっているものの、実際には日頃の食生活
の中で半数以上の方が野菜
不足を感じているようです。
一方で、20代～40代のうち
野菜不足だと感じている人
の割合は２割程度となってお
り、自身の野菜摂取量の認
識が曖昧です。この野菜不
足解消のためにも、野菜の
量をはかって食べる習慣を
身につけることが大切です。

おいしくカロリーを抑えるコツ
　カロリーを抑えるためには油脂の摂り過ぎに気をつけましょう。

①食材の脂身を取り除く
脂身をできるだけ取り除くようにしましょう。例えば、鶏肉の皮を
取り除くなどのひと手間で、かなりのカロリーダウンが可能です。

②テフロン加工のフライパンやオーブンを利用する
調理の工夫でもカロリーは抑えられます。例えば、テフロン加工の
フライパンを使用し油を使わずに焼いたり、クッキングシートを活用
して肉や魚の余分な脂を吸収させたりするとカロリー摂取を抑える
ことができます。また、グリルやオーブンで焼くことで、食材に含まれ
る余分な脂を落とすことができます。
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なぜ塩分の摂り過ぎはいけないの？

食生活に潜む過剰塩分摂取
塩分の摂り過ぎは高血圧につながり、脳卒中や動脈硬化、心臓病の原
因にもなります。このため、厚生労働省では、高血圧予防の観点から新た
に目標値を設定し、１日の塩分摂取量を男性は8.0g未満、女性は7.0ｇ未
満にするよう呼びかけています。平成24年国民健康・栄養調査によると、
日本人の1日の塩分摂取量は減少しつつあるものの、男性11.3ｇ、女性
9.6ｇと目標値には遠く及んでいません。
健康維持のためには、塩分を摂りすぎないことが大切ですが、一般家
庭では塩分濃度の計測は難しく、味覚で判断しているのが現状です。しか
し、味覚は個人差が大きく、温度やからだの調子などによっても左右され
るため、正確とはいえません。

12

9

15
（g/日）

出典：厚生労働省「平成24年国民健康・栄養調査」

（g/日）平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24

11.7総数 11.2 11.5 11.2 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.4

12.7男性 12.1 12.4 12.2 12.0 11.9 11.6 11.4 11.4 11.3

10.9女性 10.5 10.7 10.5 10.3 10.1 9.9 9.8 9.6 9.6

1日の食塩摂取量の平均値の年次推移（20歳以上）

総数 男性 女性
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なぜ塩分の摂り過ぎはいけないの？

塩分コントロールのために塩分計を活用しましょう
調理時の塩加減や味見だけでは実際の塩分濃度の判断はつきにくい

ものです。そこで、みそ汁やスープなどの汁物の塩分濃度を家庭で簡単
にチェックできる「塩分計」が市販されています。本体を汁物に挿してかき
回すだけで、塩分濃度が適正値かどうかを分かりやすく表示します。
このほか、塩分濃度を10％まで計測できるモデルもあり、ソースや
ケチャップなどの塩分濃度の高い液体の計測に向いています。
塩分計は、計測条件などにより誤差が生じることがあるため、使用方法

を守って、いつも正確に計測できるようにしましょう。

おいしく減塩できるコツ
減塩料理は「物足りない」「美味しくない」というイメージがつきも

のですが、下記のコツを押さえることで、美味しさと満足感を保ち
ながら無理なく続けることができます。
①	出汁をきかせる
汁物や煮物は鰹節や昆布などの出汁をしっかりとることで、出
汁の旨みで美味しくいただけます。

②	香辛料や香味野菜を使う
わさび、しょうが、しそ、パセリ、三つ葉、カレー粉などを使うと、
その香味が効いて薄味が気にならなくなります。

③	酸味を利用する
酸味のある穀物酢、ワインビネガー、バルサミコ酢、レモン汁な
どを使うとアクセントになります。
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健康的なダイエットとは？

カロリー摂取が過剰になりやすい日常
生活が便利になり、日常生活の中でからだを動かす機会が減ってきて

います。食生活が豊かになり、カロリー摂取量は相対的に過剰になる傾
向にあります。食べた分のカロリー（摂取カロリー）が日常生活で消費する
カロリー（消費カロリー）を上回ってしまうと太ります。これは、からだのカ
ロリー収支が合わなくなり、余分なカロリーが脂肪としてからだに蓄積す
るためです。

やせるための原則
やせるには、「摂取カロリー＜消費カ

ロリー」が原則です。しかし、栄養バラ
ンスを考慮せず食事制限だけで摂取カ
ロリーを極端に制限すると一時的に体
重は減りますが、からだの中では大切
な組織を作るための栄養素が不足して
しまい、脂肪だけでなく筋肉などの組
織までエネルギーとして消費してしま
うことになります。こうなると基礎代謝
が落ちてエネルギーが消費されにくい
代謝効率の悪いからだになってしまい
ます。

体重における基礎代謝量
年齢
（歳）

基礎代謝基準値
（㎉/㎏体重/日）

参照体重
（㎏）

基礎代謝量
（㎉/日）

男

性

1〜2 61.0 11.5 700
3〜5 54.4 16.5 900
6〜7 44.3 22.2 980
8〜9 40.8 28.0 1,140

10〜11 37.4 35.6 1,330
12〜14 31.0 49.0 1,520
15〜17 27.0 59.7 1,610
18〜29 24.0 63.2 1,520
30〜49 22.3 68.5 1,530
50〜69 21.5 65.3 1,400
70以上 21.5 60.0 1,290

女

性

1〜2 59.7 11.0 660
3〜5 52.2 16.1 840
6〜7 41.9 21.9 920
8〜9 38.3 27.4 1,050

10〜11 34.8 36.3 1,260
12〜14 29.6 47.5 1,410
15〜17 25.3 51.9 1,310
18〜29 22.1 50.0 1,110
30〜49 21.7 53.1 1,150
50〜69 20.7 53.0 1,100
70以上 20.7 49.5 1,020

出典：	厚生労働省「日本人の食事摂取基準
（2015年版）策定検討会報告書」
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健康的なダイエットとは?

ダイエットで大切なこと
ダイエットで大切なのはからだに貯まった余分な脂肪を減らすことで

す。そして、その結果、体重が減るというものです。体重が減ることはあく
までも結果であり、最初から体重を減らすことだけを目的にすることは健
康的なからだづくりにふさわしくありません。からだの脂肪を減らすこと
を意識しながら、基礎代謝に占める重要な組織である筋肉は減らさない
ように注意しましょう。筋肉量に比例してカロリー消費が高まる基礎代謝
量は、１日の総消費カロリーの6～7割を占めています。栄養バランスのと
れた食事を３食摂るとともに、日常生活の中で積極的にからだを動かして
筋肉を使うことを意識しましょう。例えば、エレベーターではなく階段を使
うだけでも筋肉が鍛えられ代謝が上がります。消費カロリーを増やすこと
で「摂取カロリー＜消費カロリー」とのカロリー収支をマイナスに転じるこ
とができれば、スムーズに減量することができます。
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歩数計をつけて記録を確認しましょう

まずは1日10分のウオーキング
毎日できる手軽な運動は歩くこと、ウオーキングです。ウオーキングを

することで脂肪が脂肪酸に分解されエネルギーに変わります。歩きなが
らたくさんの酸素を取り入れることで脂肪を消費するほか、心肺持久力
も向上して体力アップにも効果的です。まずは1日10分のウオーキング
から始めてみましょう。	
例えば、体重50kgの男性であれば、37kcalの消費となり、小さめのバ

タークッキー1枚程度の消費カロリーとなります。ちなみに60分間歩き
続けるのも、10分ずつ細切れで6回歩くのも、どちらもその効果は同じで
す。通勤や買い物などの時間を利用した細切れのウオーキングでも毎日
続けることで効果が上がります。

着地はかかと
から

1
足の裏の小指側
から親指側へと
地面につけていき

2
つま先で勢い
よく蹴り出す

3
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歩数計をつけて記録を確認しましょう

使いやすくなった、さまざまなタイプの歩数計
ウオーキングの歩数を正確に記録するのに役立つツールが「歩数計」で
す。最近の歩数計は３軸加速度センサーを搭載していて、歩行動作を３次
元的に検出することができます。このためポケットの中だけでなくネック
ストラップやバッグの中など、身につける場所を選ばず歩数を正確にカウ
ントできるのが特徴です。また歩数のほかに歩行距離、歩行時間、歩行に
よる消費カロリーや脂肪燃焼量などが計測できる機能を搭載した歩数計
も市販されているので、目的に合わせて選ぶことができます。

目標を定めて、楽しみながら歩きましょう
ウオーキングは目的もなくただ漫然と行うだけでは長続きしません。自
分なりの目標を決め、毎日続けることが大切です。最初は目標を低めに
定め、達成感を楽しんでみてください。
また、歩いた歩数を記録することによって、その日の体調や運動量を
チェックすることができます。１週間、１カ月と記録が増えると、ますますや
る気も出てきますのでぜひ記録をつけるようにしましょう。
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活動量計とは？
自分自身の１日の総消費カロリーを知れば、摂取と消費のカロリーコン

トロールができ、健康的なからだづくりに役立ちます。歩数計でも消費カ
ロリーを表示するモデルがありますが、表示されるのは歩いている時間
の中で消費したカロリーのみです。しかし、歩いている時間は１日のうち
でほんの一部に過ぎません。そこでおすすめなのが、歩行時はもちろん
仕事や家事などで消費した１日の総消費カロリーが計測できる「活動量
計」です。

小さな動きや基礎代謝量も含めた
総消費カロリーを計測
活動量計は身につけるだけで１日のからだの動きを常にチェックし、通
勤や家事などの動きはもちろん、デスクワークや読書など日常生活のさ
まざまな動きをキャッチして、活動による消費カロリーを計算します。しか
も寝ていたり、じっとしていたりする間に消費されるカロリー（基礎代謝量
など）も計算しているので、１日に使った総消費カロリーを知ることができ
ます。
消費カロリーの算出にあたっては、活動量計の中に入っている３軸加速
度センサーがからだの動きとその強さを検知し、測定者の体組成の情報
をもとに消費カロリーを算出しています。

1日の総消費カロリーをチェックしましょう
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1日の総消費カロリーをチェックしましょう

消費カロリーを増やす工夫をして、効果をチェック
活動量計をつけておけば総消費カロリーをこまめにチェックすること
ができます。例えば、活動量が少ないと感じた日には、一つ手前の駅で降
りて歩いて帰ったり、テレビを見ながらエクササイズをしたりするなど、
少しでも消費カロリーを増やす工夫を取り入れてみましょう。ゲーム感覚
で楽しみながらチェックすることで、ダイエットなどの励みにもなります。

子どもと
立ってあそぶ

掃除機を
かける

犬の散歩

ガーデニング

ジョギング
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睡眠をはかる意味とは？

睡眠の役割
睡眠は、単にからだを休めるためだけではなく、脳を休めたり、記憶を
整理したりするなど、心身の調子を整えて翌日の活動に備えるという役
割があります。睡眠には「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」があり、この２つの
睡眠がセットとなって、約90分周期で一晩に3～5回繰り返されます。

レム睡眠：	 多くは夢を見ている状態で、記憶を整理しているとされ
ます。情緒の安定とも関係します。

ノンレム睡眠：	浅い状態と深い状態があり、深い睡眠はからだの休息
や成長ホルモンの分泌と関係します。

睡眠は時間だけでなく「質」も重要です。食事や運動などの日中の活
動、体調の良さ、疲労やストレスなどが睡眠に影響します。最近の研究
で、睡眠障害が肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心臓病などの生活習
慣病の発症と関連することがわかってきました。睡眠時間が短かすぎて
も長すぎても、これらの病気のリスクが高いとされています。また、うつ病
との関係もわかってきており、不眠の影響があげられています。

覚醒
レム睡眠
1

2

4

ノンレム睡眠
3

眠
り
の
深
さ

夜 朝
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睡眠をはかる意味とは？

体内時計のはたらき
眠くなる理由には、二つあります。まず、日中の活動による疲れ。もう一

つは、からだの中にある「体内時計」が、「眠くなる／目が覚める」といったリ
ズムを刻んでいるからです。体内時計とは、睡眠・血圧・体温・ホルモン分泌
などのリズムを調整している脳の時間調節機能のこと。その周期は24時
間より少し長めです。このため、朝日を浴び、体内時計を再調整し、24時間
の生活周期と合わせる必要があります。

日本人の睡眠は？
日本人の５人に１人が睡眠に何らかの悩みを抱えているといわれてい

ます。社会の24時間化に伴い、睡眠を犠牲にしてきた結果、日本は世界
的に見ても睡眠時間が短く、夜型が進んでいると言えます（下図）。

睡眠をはかる目的とは？
最適な睡眠は年齢や季節によって変化し、個人差もあります。自分の
睡眠を知ることで、より良い睡眠につなげることができます。
①	睡眠時間を知ることで、睡眠時間が不規則でないかを確認できる。
②	自分の睡眠パターンを知ることで、より規則正しい睡眠習慣を身に
つけることができる。

③	睡眠状態を知ることで、睡眠改善の効果を確認できる。
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出典 ： NHK「国民生活時間調査 2010」出典 ： OECD 「Society at a Glance 2009」
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睡眠計にはどんな種類があるの？

睡眠計で分かること
睡眠計とは、睡眠の状態（長さや深さなど）を確認するものです。さまざま

なタイプがあり、呼吸や脈拍、からだの動き（体動）などの睡眠に関係する
情報を計測して、改善に役立つ情報を提供します。
医療現場では、電極などのセンサーを貼り付けて詳しく計測する終夜
睡眠ポリグラフ検査（PSG）などが使われますが、家庭ではより簡単で、拘
束されずに使えるさまざまな睡眠計が市販されています。また、計測データ
をパソコンに送り、専用アプリでグラフ化したり、睡眠状態を点数化する機
能を持ったものもあります。睡眠の計測結果と食事や運動などの生活習慣
との関連に注目することで、睡眠の問題に何が関係しているか見つけやす
くなります。

睡眠計のタイプ
家庭で睡眠をはかる機器は、いずれもセンサーなどをからだに貼り付

ける必要がなく、拘束されずに使えるようになっています。

①	マット型

マットに内蔵された圧力センサーが
脈拍、呼吸、体動を検出し、睡眠の深
さや状態を計測します。寝具の下に
敷き、横になって寝るだけで計測でき
ます。

マット型
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睡眠計にはどんな種類があるの？

②	電波センサー型
微弱な電波でからだの動きと呼吸に伴う胸の
上下動を計測し、睡眠状態を判定します。機器を
ベッドサイドに置くだけで使用できます。

③	加速度センサー型

寝返りの時の寝具の振動から睡眠状態を計測、
快適に目覚められる時間にアラームがなります。
コンパクトな機器を枕元に置いて使用します。

よくある誤解
1.	 8時間がベスト？	眠たくなくても寝床に入った方がいい？
必要な睡眠時間は年齢で変化し、個人差もあるので、あまり時間
にこだわることはなく、眠たくなってから寝床に入りましょう。

2.	 週末の寝だめは睡眠不足に効果的？
睡眠負債を補うことはできても、貯められません。週末、朝寝坊
しすぎると、体内時計が乱れてブルーマンデーの原因にもなり
ます。

3.	 90分の倍数の睡眠時間で寝ると起きやすい？
平均90分前後の睡眠サイクルですが、個人差があり、一晩の中
でも周期は一定ではないので、あまりこだわる必要はありません。

4.	 22:00～2:00はゴールデンタイム？
肌の再生にも関係する成長ホルモンは、寝入りばなの深い睡眠
の時に最も多く分泌されるため、必ずしも時刻と関係あるわけ
ではありません。

加速度センサー型

電波センサー型
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快眠のポイントは？

①	睡眠リズムを守る

就寝・起床時刻が乱れがちな場合は、まず起床時間を決めましょう。休
日も２時間以上、遅寝や遅起きをしないように。

■	朝は体内時計の再調整を
a	太陽の光をしっかり浴びる。
b	朝食はからだとこころの目覚めにつながる。
c	休日も平日もほぼ同じ時間に就寝・起床する。

■	就寝前は強い光を浴びない工夫を
a	照明を暗めにする。
b	コンビニなど明るい場所に行かない。
c	パソコン、携帯電話の利用を控える。

②	寝る前の準備

寝つきが悪い場合は、次のことを試してみましょう。
a	ぬる目のお風呂にゆっくりつかる
（寝る直前の熱いお風呂は逆効果）。

b	こりや疲れをほぐす軽い体操（スト
レッチなど）をする。

c	夕食後はカフェインの摂取を控え
る。

d	寝る前にタバコを吸わない。

よく眠るために心がけること
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快眠のポイントは？

③	寝具・就寝環境

快適に眠れる環境作りをしましょう。
a	寝具は吸湿性・通気性の良いもの、寝返りがしやすいものを選ぶ。
b	温湿度環境を整える。
温度　	夏		26～28℃　　	冬 	16～19℃
湿度　50～60％RH

④	日中の過ごし方

夜になっても眠くならない理由の一つに、睡眠欲求が高まっていない
ことがあります。

a	日中はできるだけ人と接し、活動的に過ごす。運動も効果的。
b	昼寝は午後の早い時刻に３０分以内にとどめる。

睡眠12箇条
（厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」より）

	 1.	良い睡眠で、からだもこころも健康に。
	 2.	適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを。
	 3.	良い睡眠は、生活習慣病予防につながります。
	 4.	睡眠による休養感は、こころの健康に重要です。
	 5.	年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を。
	 6.	良い睡眠のためには、環境づくりも重要です。
	 7.	若年世代は夜更かしを避けて、体内時計のリズムを保つ。
	 8.	勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を。
	 9.	熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠。
	10.	眠くなってから寝床に入り、起きる時間は遅らせない。
	11.	いつもと違う睡眠には、要注意。
	12.	眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を。
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快適な生活環境づくりのために

快適な温湿度とは
快適で健康的な生活環境づくりのためには、計測機器を目的に合わせ

て活用することが大切です。
温度が低くても適度な湿度があれば快適に感じたり、またその逆に感

じたりすることもあります。快適度は温度と湿度の組合せによって決まり
ます。「温湿度計」を活用して快適な健康空間をつくりましょう。

意外な季節に起きる食中毒
長かった夏が終わり秋になると、日中はとても過ごしやすいですが、昼夜

の気温差が激しく、体調を崩しやすい季節でもあります。夏が終わってか
ら、夏バテのような症状が出たり、高齢者や心疾患系の持病がある場合
には、非常に重篤な結果を招いてしまうこともあるので、室温をこまめに
チェックして昼夜の温度差を少なくしましょう。
また、食中毒の発生時期も真夏だけではなく、気温に対する警戒を解
いた季節が意外に多いことも報告されています。室温に注意して冷蔵庫
を活用するなど、食中毒を防ぎましょう。
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快適な生活環境づくりのために

温度差に注意しましょう
快適な室温からの急激な温度変化がからだにもたらす影響は意外に
大きなものがあります。
温度差が大きい場合、血管の拡張と収縮が急速に起こるため、血圧も
急激に変化し、心臓や脳血管の障害につながる可能性が高くなります。
最近、「ヒートショック」という言葉を聞く機会が増えてきました。これは、
文字通り、急激な温度変化でからだがダメージを受けてしまうことです。
入浴中に亡くなる方（2011年全国推計約17,000人／東京都健康長寿医
療センター調査より）の多くは、ヒートショックが原因の可能性があると考
えられています。
冬場の入浴では、暖かい居間から寒い風呂場へ移動するため、熱を奪

われないように血管が縮み血圧が上がります。その後、温かい湯船につ
かると血管が拡がって急に血圧が下がります。こうした血圧の乱高下は
心臓に負担をかけ、心筋梗塞や脳卒中の原因になります。ヒートショック
は風呂場のほかトイレでも起こる可能性があります。
この予防のためには、まず室内の温度をチェックし、居間と風呂場やト
イレとの温度差が大きくならないように注意しましょう。例えば、居間の
温度をむやみに上げないことや、小型の暖房器で脱衣所やトイレを暖め
るほか、入浴前にお湯のはられた浴槽の蓋を開けたり、シャワーのお湯で
浴室全体を暖めておくことなども効果的です。

法令での温湿度管理基準

建築物環境衛生管理基準 相対湿度	 40％以上70％以下

学校環境衛生基準

温　　度	 10℃以上、30℃以下であることが
望ましい。

相対湿度	 30％以上、80％以下であることが
望ましい。
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快適生活に役立つ計測機器

乾燥（湿度）に注意しましょう
乾燥状態が続くと、のどや気管支の防御機能が低下する一方、季節性

インフルエンザのウイルスは乾燥に強いため感染しやすくなります。
乾燥しやすい冬季にウイルスによる感染を防ぐには、加湿器を上手に
利用するなど、適正な湿度を保つことが重要です。濡れたタオルを吊した
り、水の入ったコップを部屋に置くことなども効果的です。
最近では「季節性インフルエンザ予防温湿度計」なども市販されてお

り、温度と湿度の値からウイルスに感染しやすい「警戒」レベルかどうか
を知らせてくれます。

熱中症を防ぎましょう
2013年には全国で58,729人が熱中症で緊急搬送されています（総務
省消防庁調べより）が、熱中症は特に高齢者や赤ちゃんがかかりやすいと
いわれています。高齢者は体温の変化に気づくのが遅れるため、赤ちゃ
んは体温調整機能が未熟であることや、からだが小さく大人より地表面
の熱の影響を受けやすいためです。
熱中症の予防は、散歩などで体力をつけるとともに、汗をかきやすい体
質にする、暑さを避けて目立つところに置いた温湿度計で室温や湿度を
管理する、のどが渇かなくてもこまめに水分補給をするなどが大切です。
最近では、熱中症予防のアイテムとして熱中症の危険度を表示、もしく

はアラームで知らせる「熱中症指数計」が市販されています。
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快適生活に役立つ計測機器

※WBGT：Wet-Buib	Globe	Temperature（湿球黒球温度）の略称で、黒球
温度、湿球温度、乾球温度をもとに算出される暑さ指数。

日常生活における熱中症予防指針

温度基準
WBGT

注意すべき
生活活動の目安 注意事項

危険
31℃以上

すべての生活活動で
おこる危険性

高齢者においては安静状態でも発生
する危険性が大きい。外出はなるべ
く避け、涼しい室内に移動する。

厳重警戒
28～30℃

外出時は炎天下を避け、室内では室
温の上昇に注意する。

警戒
25～28℃

中等度以上の生活活
動でおこる危険性

運動や激しい作業をする際は定期的
に十分に休息を取り入れる。

注意
25℃未満

強い生活活動でおこ
る危険性

一般に危険性は少ないが激しい運動
や重労働時には発生する危険性が
ある。

出典：日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」

快適生活に役立つ計測機器

快適な生活に役立つ計測機器は、数多くのものが市販されていま
す。その中で代表的なものを紹介します。

温度計・湿度計 室内用・食品用（食中毒予防）・冷蔵庫用・浴室用な
ど

季節性インフルエンザ
予防温湿度計

季節性インフルエンザの予防目安をＬＥＤランプと
アイコンで表示。

熱中症指数計 熱中症の危険度を表示。



Ⅶ. 法律で規制および規格が定められている計量器

❶ 計量法・JIS

59

法律で規制および
規格が定められている計量器

正確にはかるために
厳しい基準が定められています

体重計

計量法では、学校等での体重測定に使用される体重計で、その計量値
が健康診断票に示され通知・報告等される場合には、都道府県の計量検
定所による検定を受け、合格し、検定証印が付された体重計を用いること
を定めています。さらに、検定に合格した体重計は、施設等の所在地を管
轄する都道府県の計量検定所か、市の計量検査所が実施する2年ごとの
定期検査を受検しなければ使用することができません。
また、家庭で体重をはかるために製造された体重計にも、計量法で技
術基準が定められています。メーカーまたは輸入業者は、この技術基準
への適合を検証し、合格した体重計には、家庭用特定計量器のマークを
付しています。

血圧計／体温計（耳式体温計を除く）

計量法では、医療機関または家庭で使用する血圧計／体温計（耳式体
温計を除く）を国内に流通させる場合には、予め検定に合格したもの以外
流通させてはならないと規定しています。
また、薬事法では医療機器としての製造を承認または認証するための
審査が行われ、それぞれ承認番号または認証番号を本体および個装箱、
取扱説明書等に付すことになっています。
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法律で規制および規格が定められている計量器

調理用はかり

計量法では、家庭で体重をはかるために使用される体重計と同様に、
技術基準が定められています。メーカーまたは輸入業者は、この技術基
準への適合を検証し、合格した調理用はかりには、家庭用特定計量器の
マークを付しています。

なお、体温計（耳式体温計を除く）、血圧計および学校、病院等で使用さ
れる体重計を製造するメーカーで、一定水準の製造、品質管理能力があ
る者として経済産業大臣から指定された事業所は、自主検査により合格
した製品に基準適合証印を付すことができます。この基準適合証印は、
検定証印に代えることができます。

	

ＪＩＳ（日本工業規格）

ＪＩＳは工業製品の標準を定める国家規格であり、
工業標準化法に基づき制定されています。国に登録
された認証機関（第三者機関）から品質管理体制審査
および計量精度や耐久性などの基準をクリアして認
証を受けた製品には、ＪＩＳへの適合を示すＪＩＳマークを
表示することができます。

基準適合証印家庭用特定計量器検定証印

JISマーク
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1 健康づくりのために身体を動かしたい方へ
●日常生活での健康づくり
日常生活の中で、次の目標を達成するように意識して歩きましょう。

●運動での健康づくり
日常生活で身体を動かすことに加え、ライフスタイルと体力に応じた運動を行うよう
に心がけましょう。例えば、次の運動量を目標にしましょう（※）。

※この場合は、１日あたりの普通歩行の目標は50分（1週間あたり350分）となります。

2 内臓脂肪が気になる方へ
内臓脂肪を減らしてメタボリックシンドロームを改善するためには、１週間あたり次の
運動量を目標にしましょう。ただし、運動習慣のない方は、この５分の１程度の量から始
め、徐々に運動量を増やすようにしましょう。

注）体力に応じた運動を行うとともに、運動の前後に準備・整理運動を行いましょう。

出典：厚生労働省「健康づくりのための運動指針（エクササイズガイド2006）」

健康づくりのための運動について

約4㎞に相当一日あたり

普通歩行

60分

約28㎞に相当一週間あたり 7時間

約6㎞に相当一週間あたり

ジョギングの場合

ジョギングの場合

速歩の場合

速歩の場合

60分

約4㎞に相当一週間あたり 35分

約15㎞に相当一週間あたり 150分

約11㎞に相当一週間あたり 90分

約4㎞に相当一日あたり

普通歩行

60分

約28㎞に相当一週間あたり 7時間

約6㎞に相当一週間あたり

ジョギングの場合

ジョギングの場合

速歩の場合

速歩の場合

60分

約4㎞に相当一週間あたり 35分

約15㎞に相当一週間あたり 150分

約11㎞に相当一週間あたり 90分

歩数計を使って歩数を計測する場合は、日常生活で意識されて
いない歩数（1日あたり2,000～4,000歩）を加え、1日あたり約
1万歩（1週間あたり約7万歩）を目標にしましょう。

約4㎞に相当一日あたり

普通歩行

60分

約28㎞に相当一週間あたり 7時間

約6㎞に相当一週間あたり

ジョギングの場合

ジョギングの場合

速歩の場合

速歩の場合

60分

約4㎞に相当一週間あたり 35分

約15㎞に相当一週間あたり 150分

約11㎞に相当一週間あたり 90分
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㈱イシダ 〒606-8392 京都市左京区聖護院山王町44 ☎075-771-4141
 http://www.ishida.co.jp/

【業務内容】 “人々に喜ばれ、社会にお役に立つ”ために高度な「はかる・包む・検査する・表示
する」技術で、イシダはあらゆる産業シーンをサポートします。

㈱エー・アンド・デイ 〒170-0013 豊島区東池袋3-23-14 ☎ 03-5391-2566
 http://www.aandd.co.jp/

【業務内容】 医療・健康用電子機器、産業用計量機器、計測・制御・シミュレーションシス
テム、材料試験機、その他電子応用機器の研究開発、製造、販売。

オムロンヘルスケア㈱ 〒617-0002 向日市寺戸町九ノ坪53 ☎0120-30-6606
 http://www.healthcare.omron.co.jp/

【業務内容】 血圧計、体温計、体重体組成計、歩数計・活動量計、睡眠計などの健康・医療
機器の開発・販売、健康増進サービス事業の展開などを行っています。

㈱島津製作所 〒604 -8511 京都市中京区西ノ京桑原町1 ☎075-823-1111
 http://www.shimadzu.co.jp/

【業務内容】 電子天秤や材料試験機等の計測機器、液体クロマトグラフ等の分析機器、
医用機器、航空機器、産業機械、光学デバイス等の研究開発、製造・販売。

㈱田中衡機工業所 〒955-8691 三条市福島新田丙2318-1 ☎0256-45-1251
 http://www.tanaka-scale.co.jp/

【業務内容】 トラックスケール、機械式・デジタル台秤、フロアスケール、フレコンスケール、
各種産業はかりの製造販売、JCSS分銅校正、代行検査、定期検査。

㈱タニタ 〒174-8630 板橋区前野町1-14-2 ☎03-3968-2111
 http://www.tanita.co.jp/

【業務内容】 家庭用・業務用計量計測機器（体組成計、活動量計、歩数計、クッキング
スケール、血圧計、電子尿糖計、睡眠計、温湿度計など）の製造・販売。

テルモ㈱ 〒151-0072 渋谷区幡ヶ谷2-44-1 ☎0120-008-178
 http://www.terumo.co.jp/

【業務内容】 テルモは、「医療を通じて社会に貢献する」という企業理念のもとに、人々の
健康に役立つ様々な製品を、世界160カ国以上で提供しています。

㈱ドリテック 〒343-0824 越谷市流通団地2-3-9 ☎048-961-5519
 http://www.dretec.co.jp/

【業務内容】 体重計・体組成計、体温計、血圧計、はかり、歩数計・活動量計、温湿度計の
営業企画販売、設計、開発、品質管理および生産管理、輸出入業務。

㈱ニシトモ 〒519-0423 三重県度会郡玉城町昼田449-3 ☎0596-58-6987
 http://www.nishitomo.com/

【業務内容】 医療機器の開発設計および製造販売。

ムラテックＫＤＳ㈱ 〒601-8036 京都市南区東九条松田町39 ☎075-681-2761
 http://www.muratec-kds.jp

【業務内容】 長さ計、カッターナイフ、ツール、電子計測機器、Vidmarキャビネット、
ラックシステムの製造・販売。車載システム・環境洗剤の輸入販売。

大和製衡㈱ 〒673-8688 明石市茶園場町5番22号 ☎078-918-5511
 http://www.yamato-scale.co.jp/

【業務内容】 産業はかり、計量技術応用産業機械、商業はかり、家庭・オフィス用はかり、
金属検出機等の製造・販売。

ヤマヨ測定機㈱ 〒120-0015 足立区足立2-23-13 ☎03-3849-5416
 http://www.yamayo.co.jp/

【業務内容】 長さ計製造販売。

㈱ルネサンス 〒130-0026 墨田区両国2-10-14 ☎03-5600-5411
 http://www.s-renaissance.co.jp/

【業務内容】 フィットネスクラブ、スイミング・テニススクール等のスポーツクラブ事業、
自治体や企業等での健康づくり事業、介護リハビリ事業、他関連事業。

本誌作成協力企業
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一般社団法人
日本計量機器工業連合会

〒162-0837  東京都新宿区納戸町25-1
TEL.03-3268-2121　FAX.03-3268-2167

http://www.keikoren.or.jp
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