2018 年 9 月 3 日

月刊「近代中小企業」への当社製品
遠隔健康支援サービス「CAReNA（カレナ）」掲載の件

当社製品「CAReNA（カレナ）」※についての紹介記事が、月刊「近代中小企業」２０１８年９月
号に掲載されました。同誌は、中小企業経営者および経営幹部を読者とした発行部数 15,000 部の
会員向けビジネス情報月刊誌です。
※CAReNA(カレナ)とは、メディカルフィットネスを提供する医療機関の健康運動指導士が、利用者一人ひとりの
目標や心身の状態に合わせて運動指導を行う NSD が自社開発したサービスです。NSD では、CAReNA（カレナ）の
サービスのオプション機能である、ポイント取得や健康に関するアンケート回答機能を利用して、社員の健康
に対する意識の向上に向けた活動を行っています。
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個人に見合った運動指導の

動画配信で健康経営を支援

▶▶▶▶▶ 巻頭・インタビュー

働き方改革と健康経営はセットで考えていくべき課題で
あるが、健康を目的に経営をしているわけではない。健康
を維持することで仕事の効率が高まり、より良いプランや
アイデアが出てくる。それを従業員に気付いてもらう取り
組みこそが、健康経営のあるべき姿なのだ。
ただし、健康経営が上から指示された取り組みであれば
〝やらされている感〟を持ち長続きしない。従業員が健康
経営の大切さに気付いて、自らが進んで実践していかなけ
ればならない。つまり、企業側はそのためのサポートを遂
行しなければならないのだ。今、それをビジネスチャンス
と捉えて様々な企業が健康経営に関する商品・サービスの
開発に着手している。
そこで今回は、医療法人とコラボレーションすることで
メディカルフィットネス（予防医学の見地に基づいた運動
プログラム）で生活習慣の改善をサポートする〝遠隔健康
支援サービス「CAReNA」
〟を世に送り出した「株式会社
NSD ／ビジネス開発本部」の生田目俊雄氏と高橋克典氏
にインタビューを試みた。
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通をＩＴを利用して制御し無駄を

〝カレナ〟とは別のモデルを開発
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http://www.wafukai.or.jp
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梅・所沢エリアを中心に超高齢化
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サービスの核は︑提供者と利用者の人間同士の信頼関係
くりが可能となります︒

合わせて受けられ︑最適な健康づ

クラブや病院︑介護老人保健・福

から認定登録され︑フィットネス

祉施設などで活躍しています︒

とは︑医療関係者と連携して個人

また︑専門家︵健康運動指導士︶
〝カレナ〟の基本で︑それをまと

編集部／〝カレナ〟のサービス内
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健康的な取り組みにポイントを付与しラ
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康維持︑増進を目的とした運動指

・ロコモティブシンドローム予防

と専門家が三位一体となった健康

・生活習慣病予防

ましたらお聞かせください︒

・肥満予防

団法人健康・体力づくり事業財団﹂

解説付き動画で提供

導が︑個々の体質や体力︑症状に
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図 1 〝カレナ〟のメディカルフィットネス
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う切り口のサービスを実施してい

生田目／他社では︑栄養指導とい
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にいる 〜 歳代に加え︑ 〜

健診︶や特定保健指導の真っ直中
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高橋／さらに︑弊社は脳科学の産
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高橋／昨今︑ＡＩの将来性が話題
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たアドバイスが専門家から送られ

真のような個々人の状況に合わせ

す︒
〝カレナ〟の利用者には左写

間同士の信頼関係が求められま

療の場合は︑提供者と利用者の人

になっていますが︑不特定多数を

も提供したいと考えています︒

トネスの専門家と利用者個人がつ

ントすることでメディカルフィッ

企業によっては〝カレナ〟を幹

ポイントサービスを提供すること
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ができ︑リスク層から健康層まで
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が︑実際に他社でも同様のサービ
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お聞かせください︒

名以上からになります︒

生田目／〝カレナ〟のご契約は従
業員数

したがって︑小規模な企業でもサ
ービスの提供が可能です︒クライ
アント数も順調に増加しており︑
約半数は小規模な会社様にご利用
いただいております︒
〝カレナ〟 がターゲットとする

てきます︒また︑利用者からの相

談もできます︒

編集部／最後に︑読者へメッセー
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がります︒

弊社では︑総労働時間の削減や

柔軟な働き方への対応に加え︑健
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活用し︑健康経営優良法人︵ホワ

イト５００︶の認定をいただきま

した︒今後もお客様にサービスと

活用事例をご提供することで﹁健

康経営﹂の普及と︑皆様の幸せの

お役に立てるよう︑チャレンジを

続けていきます︒
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年齢層は︑特定健康診査︵メタボ

専門家からの
アドバイス

40

スを配信しています︒

運動指導例

