
生活習慣病予防支援システム『Ｈｅｌｐ』の
健康支援サービスのご提案

株式会社HNC
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生活習慣病予防支援ＨｅｌｐＵとは



健康管理は自分自身で普段から、継続的に。
求められている健康支援サービスとは？

自分のからだの
健康チェックを
簡単にしたい。

生活習慣病の将来リスク
を知りたい。

生活習慣病の原因と
メカニズムを知りたい。

病気の改善の可能性を
知りたい。

病気が気になって、
いろいろやっていることは
間違ってはいないのだろうか？

病院での検査値は
いつも基準内だから
大丈夫だと思うけど
・・・？
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スタッフの方々がお客様への健康な生活を
お送りいただくための情報提供と
コミュニケーションをお手伝いし、気軽に足を
運んでいただける健康サポート拠点を
目指しましょう。



人工知能（AI）による解析のロジック

・個人の測定値と、生活習慣の時系列データ

・測定値と生活習慣関連の統計データ

・約１０００件の学術論文

個人の測定値
の将来予測

個人の生活習慣
の最適な改善法

血液検査情報と生活習慣、家族歴等の情報を、

学習内容をもとに学術的、医学的、統計的に分析し、

総合的に評価

タブレット端末で

INPUT・送信質問項目（２１問）

・ 運動習慣

・ 食習慣・食事内容

・ 飲酒・喫煙・睡眠

数値データ

・ 血液検査の結果

・ 病歴（本人、家族）

・ 身体情報（血圧、身長、体重など）

データベース

解析結果を

タブレットに送信
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AI
クラウド上のAIが
独自のロジックで解析・予測



生活習慣病予防支援システム「HelpU」

インプット画面

個別健康レポート（合計6ページ）

タブレット端末を使って血液検査の結果や日ごろの生活習慣などを入力します。（約5分）

血液検査値と質問の結果から、一人ひとりに合わせた「生活習慣チェックシート」を作成します。
履歴は、過去3回分までチェックシートに表示されますので、前回との比較も簡単に行えます。

入力項目
●質問項目（２１問）
・ 運動習慣
・ 食習慣・食事内容
・ 飲酒・喫煙・睡眠

●健康チェックデータ
・ 血液検査の結果（糖、肝機能、脂質の以下8項目）
・ 病歴（本人、家族）
・ 身体情報（血圧、身長、体重など）
※健康チェックデータは身長、体重以外入力しなくてもレポート作成可能

健康チェックデータと設問から、AI(人工知能)により、自動的にパーソナルな健康レポートを作成するシステム

解析結果により個別に提供する情報

• 検査結果と生活習慣の総合評価点数化

• 将来の検査測定値の予測や発症リスクの予測

• 発症リスクが高い疾病の発症メカニズム情報

• 生活習慣の最適改善プラン

• 活動量評価と必要な運動量、運動による将来の疾病予防

• 睡眠習慣の改善情報
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注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。

過去の検査結果

今回の検査結果

将来検査値予測

時系列トレンド判定

3 4 5 6

1

2

評価点数
検査測定値及び生活習慣情報についての総合評価を点数で行い、現在の状態を
点数で確認できます。
利用者の健康評価をする点数ではなく、継続的に利用、生活改善を行って頂き、
その改善目標、改善指標として利用ください。
「測定値」の分母の数値はすべての項目入力時は１００になり、少ないと１００より
小さな数値となります。分子は全てベストの状態で全項目実施、
良好状態ならば１００になります。

タイプ分類と注意メッセージ
注意が必要な情報、ポイントをわかりやすく伝えるために、生活習慣病関連キーワード
で、「xxxxタイプ」 と表示してその方に注意喚起します。

過去３回分を含む測定値や過去の評価点数表示
血糖値、中性脂肪については測定前の食事時間が表示されます。

今回測定値を含めた時系列グラフの表示＆チェック
各測定値をグラフ表示し、各プロットの点の色で正常、要改善、要受診を表現します。

次回予測
過去の検診結果及びＨｅｌｐＵで学習したパターンより今後各項目
（体格、血圧、糖代謝、脂質代謝、肝機能）の改善、悪化を予測します

疾病予防基準
厚生労働省 健診・保健指導プログラム（Ｈ２５．４）による予防管理基準にて
評価

1

2

3

4

5

6



8注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。

過去の生活習慣に関する設問の回答

今回の生活習慣に関する設問の回答
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生活習慣設問回答一覧（過去３回分含む）
生活習慣で問題のある行動は赤字となりますので、赤の
評価が少なくなることで改善が視覚的に確認できます。
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発症となる原因説明

発症リスクの高い疾病情報

個人に適した生活習慣改善提案
（左上から優先度順）
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生活習慣改善のためのお勧め項目（９項目）
・利用者の情報を総合的に評価し、生活習慣病予防リスクを
下げるための生活改善項目を９つ自動提案します。
・利用者はこの中より改善可能な内容を実施し、測定値改善
することはできます。

将来、今後の疾病の可能性のある情報の提示（リスク）
・注意する生活習慣病について注意喚起し、そのための予防
のための生活習慣改善アドバイス等を行います。

発症に向けた一般的なメカニズム情報
・生活習慣からの病気発症メカニズムや合併症に関する関連
一般情報としてイラストでわかり易く説明します。
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9

10



10注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。

理解のための発症メカニズム・動機付

生活習慣病から見た食事評価
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食事傾向からみた生活習慣病関連の説明
・食事習慣と食事内容・食材による生活習慣病との
関係を示し、良い、悪いをわかり易く顔イラストで表示
します。

食事により発症する一般的なメカニズム
・悪い食習慣が体の中でどのように病気の原因に
なるのかのメカニズムをイラストで表示します。



行動・運動の評価

中之条研究からあなたの運動による
がんを含む生活習慣病予防効果

13

14

個人の現状運動量による生活習慣病リスクとその改善アドバイス
・リスクのある生活習慣病予防と運動量の関係説明
・運動でなぜそれか改善するかの説明

利用者の運動量を病気予防の運動評価マップで評価
・利用者の運動量を標準予防運動マップ上でプロットし、利用者

の運動が予防に適切か確認できます。
＊東京長寿医療センター 青栁先生の中之条研究結果に基

づく運動評価マップ
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あなたの睡眠による生活習慣病評価

睡眠の悩みに関する改善情報
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16

睡眠による生活習慣病発症リスクとそのメカニズム情報
・利用者の予防すべきリスク発生のメカニズム情報
・その改善の必要性や２次的な課題に対するアドバイス

睡眠を習慣を悪化、改善するための一般的なアドバイス
・一般的な睡眠改善に必要な情報をランダムに提供



検査結果によっては、人工知能を活用し受診勧奨
受診勧奨の場合は、医師法への抵触を考慮し最低限の情報提供に留める（シートは3ページのみ）

13
注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。

検査結果が「要受診基準」以上の場合は、受診勧奨を行う。

医師法に抵触しない様に、最低限の情報提供に留め本シートも
3枚までの提供。



栄養バランスチェックの操作説明
【別途オプションシステム】
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食事メニュー入力の流れ
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・詳細なメニューと摂取量を入力
・摂取量はアイコンを複数回押すことで調整可能
（例：半分→1人前→2人前）

食事ごとに主なメニュー（ご飯系、お菓子など）を選択

・「朝食・昼食、夕食、その他、麺類の汁、間食、お酒」の食事メニューを全て入力
・朝食などを抜いたりした場合は、未入力
・食べた食事が見当たらない場合は似たメニューを選択（例：メンチカツがない→とんかつで代用など）

注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。



印刷するレポートには各食事ごとの評価などさらに詳細が記載される。
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過去の食事バランスチェックの時系列管理

各食事の個別評価

コマの絵によりバランスの悪さがすぐ理解できます。

過去３回と今回の評価の比較

注：表示している画面、レポートはサンプルであり、サービス向上のためアップデートしてまいります。

2634kcal (2700kcal)



株式会社ＨＮＣ







ＡＩ解析を利用することにより生活習慣病の関連性理解率向上

健康教育として、コンテンツをが“理解できた”以上を回答（95.3％）

自身の健康状態、リスク、改善内容等に関して、個別の健康知識を学習ことができる



ＨｅｌｐＵ健康支援システム提供ご利用料金

①生活習慣病予防支援システム「HelpU」 １ﾗｲｾﾝｽ/年 96,000 8,000円/月/１ipad

③栄養バランスチェックシステム １ﾗｲｾﾝｽ/年 72,000 6,000円/月/１ipad

⑤HelpU＋栄養バランスシステムセット １ﾗｲｾﾝｽ/年 144,000 12,000円/月/１ipad

＊HelpUシステムご利用場合、Ipadは御社でご用意ください。

年間システム導入後利用料 ★初期導入費用は一切いただきません⇒無料

別途オプション提供料金（別途御見積）

① 御社ロゴマークの印刷
② ＨｅｌｐＵ取得データのＣＳＶファイルでの一覧データ出力
③ 設問シートのロゴ挿入およびデザイン変更
④ その他ＰＯＰデータ・チラシデータのご提供

【健康フェア用】 （単位：円、税別）

品　　　名 ご利用料金 備考

HelpUーＤ（生活習慣病予防支援システム） 30,000 １日利用料（１Dayライセンス発行）＋Ｉｐａｄ1台

HelpUーＤＮ（生活習慣病予防支援＋栄養バランス） 45,000 １日利用料（１Dayライセンス発行）＋Ｉｐａｄ1台



（ご参考）実例（店舗への検体測定室の常設設置。現状人数での運用。）

・店舗の中に簡易的に敷居を作り、血液検査コーナーを設置（80cm×60cmほど）

・薬剤師は資格が必須な工程のみ対応（承諾、採血、測定、結果報告。5分から10分。）

・その他の工程（事前説明、HelpUの入力、金銭の授受など）は一般スタッフや登録販売員が対応。

・繁忙時間などは、後日予約など調剤業務に影響の出ない運営方法。

・比較的顧客の少ない時間帯を血液検査・相談に注力する時間として空き時間の有効活用。



サービス概要

体格情報 年齢、性別、身長、腹囲、体重
設問（プロフィール、食事、運動、睡眠、家族歴）

血液検査情報（血圧、糖代謝、脂質代謝、肝機能等）
個人別生活習慣病予防評価
情報評価（検査情報評価点数化、生活習慣点数化）*1
食生活、運動評価
利用者の将来発症予測とそのメカニズム
改善提案項目抽出
改善目標選択とその効果予測（オプション）
関連健康情報提供
*1:点数化は今後の自己管理の目安の数値です。

株式会社ＨＮＣ

住所：〒541-0053 大阪市中央区本町１－６－１８
ＴＥＬ：０６－４７０５－６３８８
ＦＡＸ：０６－４７０５－６３８９
ＵＲＬ：http//hnc.bz
Mail:  info@hnc.bz
ＨｅｌｐＵ専用ダイヤル：072-266-4525

サービス提供環境

お問い合わせ先

サービス提供方法：ASPサービス
端末使用ブラウザ：

Ipad使用時：Appleアプリ“HelpU”
対応端末 ipad ios9.0以降の動作するもの

ネットワーク：外部のインターネット接続環境
（helpUサーバへの接続）

プリンタ 端末よりA4印字可能な環境


