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はじめに

　現在、日本の平均寿命は男性が81.64歳、

女性は87.74歳で、男女合わせた平均では長

期にわたって世界1位が続いています。とく

に女性の平均寿命は世界の中でも群を抜いて

長く、トップのポジションを更新しています。

あの東日本大震災により、子どもや若者も含

め多くの方が亡くなったのにもかかわらず、

それでも日本の女性は長寿世界1位でしたか

ら、本当に日本の女性は長生きです。

　とかく平均寿命は健康の指標として使用さ

れることが多く、平均寿命が長いイコール健

康な国と評価されてきました。しかし日本は

「寝たきり老人」という言葉が存在し、寿命

が長くても寝たきりでは、平均寿命が長いイ

コール健康な国とはいえないのではないかと

いう批判のもとに、「健康寿命」という発想

が登場しました。つまりは平均寿命から介護

等が必要な不健康な期間を差し引いて、本当

に健康で自立している期間を健康の指標とし

て採用しようという考え方です。ちなみに健

康寿命は世界保健機関（WHO）により2000

年から指標として採用されています。　

　近年の我が国の健康施策は単なる平均寿命

の延伸ではなく、健康寿命を延ばすことに重

点が置かれています。健康寿命の延伸による

要介護期間の短縮は、家族の介護負担を軽く

するだけでなく、本人の医療費や介護費など

の経済的負担も軽減できます。結果的に我が

国が抱えている医療費や社会保障費増大の問

題を少しでも食い止める一つの方策として重

要だということになります。

　昔から高齢者の望む最後として「ピンピン

コロリ」という言葉があるように、人々は死

ぬまで元気でポッコリ死にたいと願っていま

す。健康寿命の延伸は人々にとっての願いで

あり、高齢者にとって理想的な最期を迎える

ための条件といってもよいと思われます。

健康寿命について

　WHOが発表した2021年版の世界保健統計

（World Health Statistics 2021）によると、

男女の平均した健康寿命が最も長い国は日本

で74.1歳となっています。 2位がシンガポ

ールで73.6歳、3位が韓国で73.1歳となって

いて、トップ3はアジアの国が占めています。

健康寿命が70歳を超えている国は32カ国で、

アジア太平洋地域のほか、ヨーロッパの先進

国が多いようです。男女別にみても日本は1

位で、男性が72.6歳、女性が75.5歳となっ

ています。健康寿命に関しても日本の女性は

群を抜いて長いようです。

　平均寿命で日本に1位の座を奪われ、2位

以下に甘んじていたヨーロッパの長寿国は、

日本の「寝たきり老人」という言葉に着目し
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て、本当の健康長寿国は我々であるというつ

もりで健康寿命という概念を呈してきたのだ

と思いますが、いかんせんその目論見は見事

に崩れたということになります。「寝たきり

老人」という言葉の背景は介護の仕方やシス

テムの違いで、平均的な要介護期間や不健康

期間はほぼ同じだということなのです。

　ところで、健康寿命を延ばすために、まず

は平均寿命自体を延ばすことが大切です。先

にも述べたように、我が国の平均寿命は世界

1位です。それも数十年にわたって世界のト

ップを走っています。新型コロナの世界的蔓

延で多くの人が亡くなっていますが、その中

でも我が国の死亡者は他の先進国と比べても

極端に少ないようです。コロナ禍は世界の多

くの国の平均寿命延伸の妨げになったと考え

られますが、我が国の平均寿命にはさほど大

きなインパクトは与えないと思われますので、

結果的に日本の平均寿命1位の座はしばらく

続くと思われます。

　しかし、この平均寿命をさらに延伸させる

ことはなかなか至難であろうと思われます。

全てのガンが根治できる時代が来てもそれほ

ど寿命は伸びないといわれていますので、

「人生100年時代」とは言いますが、さすが

に平均寿命100歳は夢物語のようです。そう

なるとやはり健康寿命の方を伸ばし、平均寿

命の増加分を上回る健康寿命の増加によって、

生活自立している期間を延ばすことが大切で

あり、日常生活に制限のある「健康ではない

期間」を短縮させることがサクセスフル・エ

イジングの条件となります。

不健康期間や介護の原因

　我が国において、平均寿命から健康寿命を

差し引いた、いわゆる「健康ではない期間」

の平均は10.2年で、男女別に見ると男性が

8.9年、女性で11.4年となっています（World 

Health Statistics 2021）。女性は平均寿命が

長いものの、一方で健康問題を抱えた期間が

長いことが問題となっています。「国民生活

基礎調査」の項目である有訴者率や通院者率

を見ても、女性の方がさまざまな自覚症状を

抱え、病院等に通院している率が高いことか

ら、結果的に女性は長生きであることが理解

できます。女性の不健康期間の短縮が健康寿

命延伸には大切なこととなっています。

　さて高齢者は不健康な期間が10年前後あ

るわけですが、実際はその期間中に常に介護

が必要であるわけではありません。生命保険

文化センターの調べによれば、平均的な介護

期間は4年7カ月となっていますので、高齢

者は不健康期間の半分くらいは健康問題を抱

えながらもある程度、自立して生活している

ことが理解できます。

　ところで高齢者が介護を要するに至った原

因を見ると、1位は認知症で、2位が脳血管
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疾患、3位は高齢による衰弱となっています

（図）。以前は脳血管疾患が1位でしたが、脳

血管疾患は予防や治療方法が確立されてきた

ことに加え、リハビリテーションなど予後管

理も進みましたので2位に後退しました。一

方で、最近は認知症、衰弱や虚弱（フレイ

ル）が健康寿命延伸上の大きな問題となって

います。

　男女別に原因を見ると、男性は1位が脳血

管疾患で原因の4分の1ほどを占めており、

2位が認知症、3位が衰弱です。男性の原因

で脳血管疾患が多いのは、やはり男性に多い

肥満や高血圧、喫煙等が関係していることが

推測されます。女性の1位は認知症で、2位

は衰弱、3位が骨折です。世界一長寿の日本

女性に認知症の原因割合が多くなるのは理解

できます。一方で骨折や関節疾患等の整形外

科的な原因が4分の1以上となっていますが、

これにも女性に多い骨粗しょう症が影響して

いると思われます。

　これら要介護の原因はそのまま高齢者の不

健康期間の原因ともとらえることができます。

ですから、健康寿命延伸のためにはこれら疾

患の予防がとても大切なのです。

図　65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因

出所：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 28 年） 　注 熊本県を除く
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認知症予防は可能か

　平成29年度の「高齢社会白書」（内閣府）

では、2020年の65歳以上の認知症高齢者は

16.7%で、約602万人と予測しています。こ

れは高齢者の6人に1人程度が認知症有病者

といえます。高齢化が進むと 2030 年には

20.2%で744万人、2040年には20.7%の802

万人、2050年は21.1%の797万人が認知症と

なります。各年代の有病率が上昇する場合に

は1000万人を超えるともいわれ、国民の1

割が認知症というイメージし難い恐ろしい社

会になるかもしれません。

　ご存知の通り認知症は年齢とともに罹
かか

りや

すくなります。筑波大学の朝田隆先生らの研

究によれば、70歳代前半までの有病率は1割

以下ですが、70歳代後半では13.6%、80歳

代前半で21.8%、80歳代後半になると41.4%

になり、90歳を過ぎると6割以上が認知症と

なります。むかしザ・ドリフターズのコント

で、耳の遠い認知症高齢者同士の会話のシー

ンを見て爆笑した記憶がありますが、笑いご

とでは済まされない社会が現実になるようで

す。

　認知症も軽度なうちは社会的な自立が不可

能ではありませんが、たびたび道に迷い、金

銭管理や服薬管理がままならなくなり、訪問

者の対応等ができないといった状態になると、

誰かの見守りが必要になり自立が不可能にな

ります。こうしたことから、認知症は健康寿

命延伸の妨げになる最大の問題として扱うこ

とが必要です。

　しかし、国の認知症に対する対策は、認知

症サポーターの拡充、認知症サポート医やか

かりつけ医による早期診断など、発症後の対

策がほとんどで、効果的な予防策に乏しいの

が現状だと思われます。それでも一般的には

脳トレーニングのような機能活性に加え、仕

事や趣味、社会参加等が認知症の発症予防に

効果があるといわれていますので、60歳を

過ぎたあたりから日常的に頭を使い、脳の機

能を活性化することが重要です。それまで取

り組んだことのないジャンルの学習や趣味な

どを始めてみることも大切なことだと思いま

す。加えて、リタイア後も何かの仕事を続け

ることや、地域の役割やボランティアに励む

ことが認知症の発症予防につながるようです。

また、自分と違う世代との交流も効果的だと

いう研究もありますので、進んで若い人達と

交流するのも良いことでしょう。最近はある

程度効果がある治療薬も開発されていますが、

今のところは脳活性を主体とした予防策を個

人が地道に実施するしかないようです。

　最近のコロナ禍は人の交流を阻害し関係が

希薄になっていますので、高齢者がますます

認知症へ進んでいくことが心配です。コロナ

禍でも可能な限り高齢者の活性化につながる
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社会参加や関係づくりを、地域や学校、商店

街や企業等で企画することが大切です。

循環器疾患の予防

　介護が必要になった原因のうち、脳血管疾

患と心疾患を合わせると2割になります。男

性ではなんと3割近くになります。この二つ

は、いわゆる循環器系疾患で健康寿命に影響

を及ぼす重要な疾患です。このような死や要

介護状態につながる重大な循環器疾患の前段

階として以前から注目されているのが、メタ

ボリックシンドローム（いわゆるメタボ）に

なります。日本では、ウエスト周囲径（おへ

その高さの腹囲）が男性85cm・女性90cm以

上で、かつ血圧・血糖・脂質の三つのうち二

つ以上が基準値から外れるとメタボリックシ

ンドロームと診断されます。メタボに診断さ

れた人は、特定保健指導といって保健師や栄

養士から指導を受けることになります。皆さ

んの中にも、不本意にもこの指導を受けたこ

とのある方がいるのではないでしょうか。

　このメタボリックシンドロームは腹囲測定

が基本となっていますが、それは肥満の発見

を重要視しているからです。一般的に肥満に

は内臓脂肪型肥満と皮下脂肪型肥満がありま

す。前者は男性に多く、ぽってりしたお腹の

形からリンゴ型肥満ともいいます。後者は女

性に多く洋ナシ型肥満ともいいます。メタボ

リックシンドロームでは、この肥満の中でも

内臓脂肪型肥満の発見を目的としています。

　内臓のまわりにこびりつく脂肪は運動不足

の人に多く、中年以降につく傾向があります。

家庭で使用する体脂肪計では計測できません

ので、実質的な体脂肪の増加を見逃してしま

うことになります。内臓脂肪は、血圧や血糖

値を下げる働きを阻害し、血中の中性脂肪や

コレステロールを増加させ、動脈硬化を進行

させます。高血圧、糖尿病などの生活習慣病

をひき起こす原因にもなるため注意が必要で

す。内臓脂肪型肥満は健康を害し脳梗
こう

塞
そく

や心

筋梗塞など重大な循環器疾患につながる危険

因子なのです。絶対に中年オヤジのビール腹

を見逃して放置してはいけません。

　一方で、内臓脂肪は比較的代謝が活発なの

で、たまりやすく減りやすいという特性を持

っています。皮下脂肪はなかなか減りにくい

のですが、内臓脂肪は食生活の制限と運動に

よって減らすことが容易な脂肪ともいえます。

ライザップの宣伝でポッコリ膨らんだお腹が

数カ月でペチャンコになっているのは、この

理屈です。

　職場の健康診断でメタボの判定を受けてい

る方、最近ベルトの穴が一つ増えて、お腹の

出具合が気になっている方は、今すぐダイエ

ットを実行することをお勧めします。できれ

ば食事だけのダイエットではなく、運動も組

み合わせたダイエットが最適です。30歳代
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過ぎからメタボを回避して適切な体型を維持

すれば、高齢になってからの健康寿命の延伸

が保証されます。特に男性は気を付けてほし

いと思います。

若年からの 
骨粗しょう症対策

　最近の若い世代の女性は、肥満よりも痩せ

傾向の方が多いことが問題になっています。

むかしから日本の女性は痩身を好み、小学生

からダイエットを意識するくらいです。「令

和元年国民健康・栄養調査報告」（厚生労働

省、2020年）によると、現在、日本人の女

性は12.9%が痩せ傾向で、特に10歳代から

30歳代にかけての痩せが多くなっており、

20歳代女性の痩せは20%を超え、5人に1人

は痩せです。痩せの判断はBMI（体格指数：

体重〈kg〉／身長〈m〉2乗）で算出しますが、

身長に見合った体重が確保されていない状態

が痩せとなります。痩せている女性の多くの

場合、身長に見合った十分な筋肉量や骨量が

確保できていない場合が多いと思います。

　ここで特に注目していただきたいのは骨量

です。一般的に女性の生涯における骨量のピ

ークは20歳前後だといわれています。それ

以降は年齢とともに骨量は減少しますが、女

性の場合は閉経後にエストロジェンというホ

ルモン分泌量が落ちますので、さらに骨量減

少に拍車がかかり、ある一定量の骨量を下回

ると骨粗しょう症となります。骨粗しょう症

は転倒による骨折や関節疾患、衰弱等の元凶

となります。健康寿命延伸のためには防がな

ければいけない疾患です。しかし、現代の女

性は人生において骨量のピークであるべき

20歳前後に痩せの人が多く、十分な骨量を

確保できていない人が多いのです。つまり現

代の若い女性の痩せは将来の骨粗しょう症予

備軍といってもよく、将来さらに骨粗しょう

症が増加することが懸念されます。

　女性の皆さんは若いうちに十分な骨量や筋

量を確保することが大切です。そのためには、

いたずらな痩身志向や無用なダイエットを慎

むべきです。加えて20歳代以降もカルシウ

ムの摂取や適切な運動習慣などによって、骨

量を維持するための生活習慣を実践すること

が必要です。

フレイル対策

　一般的に、心身の機能や生活機能など日常

生活を送るための機能が低下した状態で、健

常な人と介護が必要な人の中間くらいの状態

をフレイルといいます。東京都健康長寿医療

センター研究所（2020年発表）の調査では、

65歳以上の高齢者の8.7%の方がフレイルに

該当し、40.8%がフレイルの前段階であるこ

とがわかっています。健康寿命の延伸にとっ

てフレイル予防は重大な課題です。フレイル



72021⑫

の原因は老化で心身のさまざまな機能が低下

することにあります。ですから健康寿命を延

ばすためには心身の機能低下をなるべく先送

りすることが大切です。

　一方で高齢者に特有の心身機能低下の原因

として「低体力」「低栄養」「社会とのつなが

りの減少」が示されています。ですから高齢

者は体力の維持のために日常的な運動やトレ

ーニングが欠かせません。特に筋力の維持は

介護状態になることを予防しますので、下半

身の筋力トレーニングを中心に、体幹の筋力

トレーニングなども含め積極的に実践するこ

とが大切です。

　次に、適切な栄養の摂取も必要です。高齢

者は低栄養傾向の方も多くいますので、必要

なエネルギー量の確保とともに、筋肉を形成

するための肉、魚、卵、乳製品などのたんぱ

く質を積極的に摂取することをお勧めします。

加えて社会的つながりを維持するために、家

に閉じこもることなく、さまざまな関係性を

持つことが大切です。定年退職後はそれまで

の仕事を通じた人間関係だけでなく、同級生

など旧友との関係や趣味を通じた関係など、

これまでのつながりをさらに強化すること、

さらに町内会や自治会の役員、地域のボラン

ティアなどを通じてさまざまな新しい社会と

のつながりを創出することがフレイルの予防

には重要です。

　ところで東京都健康長寿医療センター研究

所の研究では、このほかのフレイルの要因と

して「喫煙」「高血圧」「抑うつ」をあげてい

ます。これらは高齢者のフレイルの原因だけ

でなく、中年期以降の健康を害するリスクで

もあり、これらの要因に関しては高齢者にな

る前からの生活習慣の見直しやストレスマネ

ジメントが必要になるわけです。

つながりでつくる健康 
コロナ禍の課題

　今でこそ健康と生活習慣の関係はさまざま

取り上げられていますが、古くはアメリカの

L.ブレスローらが行ったアラメダ研究で健

康に大切な生活習慣が明らかにされています。

それは、①喫煙しない、②適量飲酒、③適正

体重の維持、④朝食摂取、⑤間食をしない、

⑥運動、⑦適正な睡眠時間で、これは「7つ

の健康生活習慣」として保健領域では有名な

考え方です。しかし、この研究で意外と知ら

れていないことは、生活習慣のほかに社会的

ネットワーク（人間関係）が余命や健康度と

関係していることが示されていることです。

　確かに私たちの周りの健康な高齢者を見る

と、基本的には家族と住んでいたり、地域の

さまざまな役割を担っていたり、友人が多く

趣味や旅行を楽しんでいる姿が思い浮かびま

す。やはり高齢者にとっては、さまざまな人

間関係や社会とのつながりが健康のための資

源となるようです。最近ではこれらの関係を
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ソーシャルキャピタル（社会的関係資本）と

呼んでいます。お金や土地も資本ですが、人

のつながりこそが健康で豊かな人生を送るた

めの資本（資源）だという考え方です。

　また、ハーバード成人発達研究所では、健

康と幸福に関する研究の結果として以下のこ

とを示しています。

⑴周囲の人との人間関係は健康に良い

⑵人間関係の満足度が健康に影響する

⑶良い人間関係は脳にも良い

　これらは人のつながりや人間関係が健康に

とって重要な要素であり、高齢者のフレイル

予防や認知症の予防、そして健康寿命の延伸

に効果的であることを示しています。

　しかし、コロナ禍は人のつながりを分断し

希薄にしています。インターネット・ディバ

イスを扱える年代はSNSやリモートで交流

もできますが、高齢者にそれは難しいです。

そのことが高齢者の健康度をどれほど低下さ

せているのか計り知れません。近所の友人宅

を訪れて会話ができないことが、老人会の交

流会に参加できないことが、遠く離れた子供

や孫と会えないことが高齢者の健康を害して

います。団塊の世代が健康寿命に近づき、健

康を害して自立が不可能な高齢者が増えよう

とするときに、コロナ禍はこれに拍車をかけ

るような気がしてなりません。ワクチンによ

り重症化が回避され、治療薬のめどが立つこ

とによって早く高齢者の人のつながりが再開

できることを願うばかりです。

従業員の健康のために 
「健康経営」のすすめ

　本冊子は中小企業の経営者向けですので、

関心が高い読者が多いかもしれませんが、こ

こで「健康経営」について紹介します。

　健康経営とは、従業員等の健康管理を経営

的な視点で考え、戦略的に実践することです。

企業理念に基づき、従業員等への健康投資を

行うことは、従業員の活力向上や生産性の向

上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業

績向上や株価向上につながると期待されます。

健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に

位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に

関する取り組みの一つです（経済産業省

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_

service/healthcare/kenko_keiei.html）。

　アメリカのシンクタンクの算出では、従業

員への1ドルの健康投資が企業利益3ドルの

フィードバックをもたらすとされています。

企業にとっても有益な戦略であり、従業員の

健康度も上がり、国の健康寿命延伸にも貢献

するという、win-winを超えたトリプルwin

な戦略ともいえます。ぜひ経営者の皆様には

関心を持ってご自身の企業でも取り組んでい

ただきたい経営方針です。この戦略が始まっ
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た当初は、大企業や健康に関連する企業を中

心に取り組まれていましたが、近年では中小

企業にまで拡大しています。経済産業省は健

康経営優良法人としての認定制度を作り、当

初は大規模法人部門トップ500社を「ホワイ

ト500」として認定していましたが、2021年

からは中小規模法人部門のトップ500社も

「ブライト500」として認定を始めています。

これらの認定を受けた会社は、さらなる企業

イメージの向上が期待できます。私の教える

学生たちも健康経営企業に認定された会社を

就職先として選択している傾向がありますの

で、企業にとって有能な人材確保の条件とし

ても健康経営は欠かせないと思われます。

　ところでコロナ禍により働く方々の健康事

情は大きく変化しています。経済産業省の資

料（経産相「健康経営の推進について」）を

基に以下にその内容を書き出してみます。

・健康に関心を持つ人が増えた（SOMPOひ

まわり生命 健康応援リサーチ〈2020年〉

https://www.himawari-life.co.jp/̃/media/

himawari/files/company/news/2020/a-01-

2020-06-02.pdf）

・認識する健康課題の中でメンタルヘルスの

項目が増えた（㈱ニューロスペース、㈱バッ

クテック、㈱asken「第2回新型コロナウイ

ルスによる健康経営の影響に関するアンケー

ト」 h t t p s : / / w w w . a s k e n . i n c /

news/2020/7/15/2）

• テレワークによる体調の不調として肩こり

やストレス、腰痛などが多くなった（オム

ロン ヘルスケア㈱ニュースリリース「テ

レワークとなった働き世代へ緊急アンケー

ト 」https://www.healthcare.omron.co.jp/

corp/news/2020/0428.html）

• メンタルヘルスに加えテレワークによって

腰痛や骨格筋症状の相談が増えた（㈱

iCARE ニュース「Withコロナ期の健康相

談を調査しました」https://prtimes.jp/

main/html/rd/p/000000043.000022826.

html）

　このような働く人たちの健康状態に加え、

厚生労働省の調査では、コロナ前と比べて、

歩く歩数が減り（6934歩→6770歩）、肥満

者が増えている（BMI：22.12 → 22.24）こ

とが明らかになっています。加えて健康診断

や人間ドックを受診する人が減るなど、働く

人々の健康に関する諸事情がコロナ禍により

変化していることが理解できます。

　各企業もコロナ禍の中で従業員の健康を考

え、さまざまな取り組みを実施しているよう

です。以下に令和2年度「健康経営度調査」

であがっている事例をいくつか示します。

◆在宅勤務下での筋骨格系の不調への対応

• 作業環境の変化に伴う肩こり・腰痛対策と
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して実践できるプログラムを提供

• 肩こりや腰痛予防のためのストレッチ体操

動画を作成・周知

• 腰痛などの症状がひどい従業員に姿勢矯正

イスを貸出

◆運動機会の提供

• アプリを使ったウォーキングコンテストを

企画

• 各自家庭で運動できる用具を支給

• 在宅勤務中の運動不足解消等につながる

◆健康管理アプリを社員へ提供

• 自宅でできる健康保持・増進の取り組みを

対象としたスタンプラリーを実施

• 1日15分、各自で定めた目標をもとにス

ポーツ活動を実施

◆コミュニケーションの促進に向けた取組 

• コミュニケーションの希薄化を危惧し、オ

ンライン休憩スペースを提供

• 1 on 1のミーティングを推奨し、管理者へ

の個別説明を実施

• テレワーク中の従業員に対するSkype等に

よる声掛けを実施

• ウェブでストレス発散大会を実施

◆メンタルヘルス不調者への対応

• 在宅勤務下におけるメンタル不調の注意点

等に関する資料・動画を社内ウェブサイト

に掲載

• 社内ウェブサイトで幹部からのメッセージ

を発信

• 産業医とのウェブ面談を実施

• ICTを活用したメンタルヘルスセルフケア

補完ツールを導入

　これらのことは、コロナ禍での従業員の健

康増進に必要なだけではなく、将来の健康寿

命の延伸にとっても大切な活動といえます。

　読者の皆さんの会社でも、健康経営の旗印

を掲げなくとも、従業員の健康を考えた取り

組みを一つでも実施していただければと思い

ます。

「運動の生活化」と 
「生活の運動化」

　どうやら健康寿命を延ばすためには、認知

症の予防や社会参加の促進等が重要ですが、

これらにも増して生涯を通じた運動やスポー

ツの実践が大切なようです。運動やスポーツ

を通じた体力の維持は骨粗しょう症やフレイ

ルの予防に対して効果的です。しかし現代人

の生活は機械化やIT化等によって便利な機

能が普及し、日常生活や労働の中に運動の要

素が少なくなってしまっています。テレビは

リモコン、洗濯機は全自動、掃除機はロボッ

ト。これにコロナ禍により外出や通勤がなく
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なりリモートワークが浸透すると、ますます

生活の中に運動の要素がありません。こうし

たことが原因となった体力の低下は深刻で、

将来の健康寿命の延伸に黄色信号が点灯して

います。

　私はそんな現代人の生活に「運動の生活

化」と「生活の運動化」を勧めています。ま

ずは運動の生活化ですが、これは生活時間帯

の中に睡眠や食事、仕事、余暇と同様に「運

動」という帯を設けるということです。1日

の中で数十分でも1週間の中で数時間でも結

構ですので、運動のための時間帯を設けるこ

とを提案したいと思います。もう一つは生活

動作や行動そのものを運動にしてしまう「生

活の運動化」です。まさかいまさら洗濯板を

使って洗濯するとはいきませんが、徒歩で通

勤してみたり、エレベーターを使わずに階段

で上ってみたり、スーパーではカートを使わ

ないとか、さまざまな工夫ができます。ぜひ、

このようなこともご自身の生活の中で実践し

てみてください。健康寿命の延伸のためには

このような小さな積み重ねが最も大切なこと

です。
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