
第1回 サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）

健康寿命延伸住宅の取組みについて
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高齢者は加齢により体温上昇・血圧上昇・脈拍
低下基準域（帯幅）が狭くなり、一般の基準で
は異常値検知が遅れがちになります。そこでＡＩ
検知技術が毎日個人ごとの基準値（平均
値）・基準域（帯幅）から異常値を検出するこ
とで、状態悪化が発見しやすくなります。

バイタルの異常値検知時に指定先にメールを送信
し異常をお知らせします。家族と離れていても安心
できる機能です。
ウェアラブル測定器で脈拍の異常値が確認された
場合、メールで通知します。
※正常値へ戻った場合もメール通知。
血圧計・体温計で異常値が確認された場合、メー
ルで通知します。

気密性の高い断熱施
工と高性能サッシで、
外気の影響を受けにく
いため、冬は暖かく夏
は涼しい快適な住ま
いです。

１年を通して快適な温熱
環境に。バイタルの異常値を
検知すると、温度と湿度をコ
ントロールします。



H29.10.29   テクノストラクチャー工場見学合同サステナブル事業発表会（九州地区）
【場所】 北九州パナソニック工場

H29.11.07   中国地区サステナブル事業勉強会 ビルダーズグループ6社参加
【場所】 パナソニック岡山ショールーム

H29.11.05   四国地区サステナブル事業勉強会 ビルダーズグループ4社参加
【場所】 パナソニック高松ショールーム

H29.11.10   九州地区サステナブル事業勉強会 ビルダーズグループ11社参加
【場所】 パナソニック福岡ショールーム

H29.11.28   慶應大学 伊香賀研究室勉強会

H29.12.20   熊本ビルダーズグループ勉強会 ビルダーズグループ3社参加
【場所】 芙蓉ホーム本社

H30.02.19   国交省 伊香賀先生現状報告会

H30.02.20   パナソニック設計工務会時 サステナブル説明会
【場所】 福岡パナソニック事務所

H30.03.01   パナソニックビルダーズ四国地区勉強会
【場所】 パナソニック福岡ショールーム

H30.03.13   健康寿命延伸住宅（他）発表会（産・官・学 合同）
【場所】 東京ドームホテル

H30.04.10   健康寿命延伸住宅商品展示会（パナソニックNewBox会にて）
【場所】 福岡サンパレス

H30.04.24   慶應大学 伊香賀研究室勉強会

H30.05.14   鹿児島地区サステナブル事業勉強会 ビルダーズグループ3社参加
【場所】 鹿児島タマルハウス

H30.05.29 福岡地区ナカシマ建設勉強会
【場所】 ナカシマ建設事務所

サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）

パナソニックビルダーズグループ（分担機関）取り組み

H30.06.12   健康寿命延伸住宅現場勉強会 四国ビルダーズグループ5社参加
【場所】 福岡市南区柳河内H様邸

H30.06.22   モデルハウス商品勉強会
パナソニックビルダーズグループ7社参加

H30.07.04   中国・四国商品展示会（パナソニック四国NewBox会にて）
【場所】 コンベックス岡山

H30.07.22   鹿児島地区健康寿命延伸住宅相談会 25名参加
【場所】 イオンモール姶良店

H30.08.24 伊香賀教授 実績勉強会
【場所】 慶応大学日吉キャンパス

H30.08.28 中国・四国地区ビルダーズ導入勉強会
ビルダーズグループ4社12名参加
【場所】 広島（尾道・三次）

H30.09.11 福岡北部導入勉強会 ビルダーズグループ1社3名参加
【場所】 北九州市若松区パナソニック工場

H30.10.04 鹿児島地区導入勉強会 ビルダーズグループ4社14名参加
【場所】 鹿児島市パナソニック

H30.10.09 長崎地区サステナブル勉強会 ビルダーズグループ6社18名参加
【場所】 長崎市インターナショナルホテル

H30.10.15 サステナブル勉強会 ビルダーズグループ2社4名参加
【場所】 北九州市ビルダーズ2店舗

H30.10.28 健康寿命延伸住宅シンポジウムブース参加 総参加人数280名
【場所】 福岡グランドハイアット

H30.10.31 福岡・佐賀地区ビルダーズサステナブル勉強会
ビルダーズグループ8社16名参加
【場所】 福岡全日空ホテル

H30.11.08 大分地区サステナブル勉強会 ビルダーズグループ1社3名参加
【場所】 大分市パナソニックショールーム

H30.11.12 福岡導入勉強会 ビルダーズグループ2社8名参加
【場所】 福岡市西区
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■既築→新築によるバイタル変動 M様（61歳 男性）
新築における血圧上の平均との差（標準偏差）

既築における血圧上の平均との差（標準偏差）
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■既築→新築によるバイタル変動 O様 （65歳 女性）

既築

新築
既築新築

既築

新築

血圧上（収縮期血圧）

血圧上（収縮期血圧）

血圧下（拡張期血圧）

血圧下（拡張期血圧）

体温

体温



♦ 健康管理について
◎健康管理の意識が高まった
（良かった点）
・自分の生活(運動・食事）を見直すきっかけになった
・運動することを意識するようになった（歩行）
（課題点）
・食事の記録や運動の記録が不十分である
（解決策）
・追加アプリにより、食事の内容を数値で記録し運動記録と連動し食べ過ぎ
防止や運動の必要性について、理解が深まり生活習慣病の予防に繋げる

◎自分の健康状態、家族の健康状態がわかって良かった

(良かった点)
・バイタル異常値検知に対する理解がすすんだ
・家族間でのバイタルを知れてお互い気を付ける事が出来る
(課題点)
・バイタル測定のモチベーションが維持できない
・血圧単体の異常値だけでは、良い・悪いの判断がつかない
・家族内2人でバイタル測定していても１人分しか画面に反映されない
（解決策）
・アバターの採用等で継続達成の見える化
・スコアリングで健康判定が出来るようになれば自分の健康に対する結果が
解り継続測定のモチベーションと疾患（早期発見）に繋がる
・アプリ内で家族登録し見える化する事で自分の健康だけでなくご主人や
離れて暮らす家族の健康も同じ画面内で確認出来る

♦バイタル測定について
◎元々高血圧で血圧の管理が自宅でできるようになって良い
（良かった点）
・日常の血圧値の把握が可能になり、仮面高血圧（医療機関等での偽
の高血圧）の心配が少なくなっている
（課題点）
・自分なりの正常基準域の概念があまり無い為、健康リスクの把握まで
は至っていない
（解決策）
バイタルスコアリング法により健康リスクを「赤色（3以上）・黄色（2）・緑
（1）・無色（0）」で示す

◎異常値が出るたびに子どもから連絡が来る
（良かった点）
・離れて暮らす親の健康管理を子どもが遠隔でできる
（課題点）
・偽陽性が多い
（解決策）
・バイタルスコアリング法により偽陽性を減らす（18％→0.3％）

◎家族と一緒に測れるのがおもしろい（良かった点）
・家族全員で行なえる・情報共有できる
（課題点）
・ゲーム感覚で楽しめる要素が欲しい（目標設定など）
（解決策）
・フレンド機能の追加によりゲーム感覚で行なえる

♦温熱環境について
◎高気密・高断熱の家でエアコンコトロールする事で家の中での活動が増えた
(良かった点）
・外気の温度・湿度に対するに室内の影響が低い(快適な空間を生み出しやすい）
・エアコンを自動でコントロールする事で家の中での活動量の増加につながった。

（課題点）
・バイタルの状態と室内の温湿度を一緒に見ることができない

（解決策）
・新しくモニター画面を設定し、バイタル変動と室内環境をモニター一画面でわか
るようにする

◎快適な空間というものを意識するようになった

(良かった点）
・室内（リビング・寝室・脱衣室）、外気の温度湿度がすぐ解る

（課題点）
・睡眠時にエアコンをＯＮにし続ける習慣がない為、ＯＦＦにする方が多い
(睡眠時に快適な環境がキープ出来ない可能性がある）

（解決策）
・年齢が上がるにつれ、睡眠時の転倒なども増える為、新しい付加価値を
つけた見守りセンサーを搭載する事で、安全+より良い温熱環境を保つ



アンケート（実績棟数39件）
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第1回 サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）検証
【結果】
１）体温・脈拍・血圧上下は正規分布、もしくは準じる（測定点を増やすと正規分布すると考えられる）ことが確認された。

２）新築と既築による断熱性能の差、季節変動により温度・湿度が異なる環境では、それぞれの標準偏差（バイタルの分布）
及び平均値が異なる傾向が見られる。

3）既築に比べ新築は断熱性能に優れており、外部の季節変動比の影響が少ないため、空調コントロールと組み合わせるこ
とで、良好な温熱環境を保ちやすい。

【考察】
１）バイタル分布の変化は室温・湿度の影響が考えられる。室温・湿度は季節変動及び断熱の性能が要因と考えられる。

２）温熱環境が良好（寒過ぎず暑すぎずを具体的に書く）の場合は標準偏差が狭くなる（平均値付近に集まる）傾向が見られ
バイタルが安定する可能性が示唆される。

３）今後、新築での測定回数が増え、同季節での検証が出来れば、「新築は既築に対し良好な温熱環境が保ちやすいため、
バイタルの標準偏差が狭くなり、バイタルが安定する」という仮説が検証可能である。

４）基準域が狭くなる（最高値と最低値の差が小さい）ことは、循環器疾患や肺炎の予防に関し有効である可能性がある。
この「温熱＝バイタル分布＝疾患」の相関関係を検証することは、断熱住宅による「健康寿命延伸」を検討する上で重要
であると考える。


