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CSK伝心電サービスとは
伝心電パック(12万円)で進める健康経営
とSDGs (Health Management with SDGs）

SDGs4つの実践
3.d 健康危険因子の早期警告
11.7 車椅子ルートマップの活動支援
8.5 若者や障がい者を含む人々の働きがい
4.4 技能を備えた若者を増加させる

健康経営の実践からSDGsを提言し、社員や地域の方の健康や医療への提言、住みやすい、働きがいのあるまちづくり
に貢献!
☞

持続可能な開発目標という意味を持つSDGsと、持続可能な目標設定が求められる健康経営は隣り合っているテーマ!
・健康経営を目指し、「ホワイト500」「ブライト500」企業へ!
・ SDGsは企業にとっての使命。地域に密着した「車椅子ルートマップ」の普及と展開利用による地域活性化を!

12万円から始められる 健康経営＆SDGs
携帯型心電計資格の取得

携帯型心電計の付与
※機器は、公財）日本心臓財団推奨の
携帯型心電計機器

+α

車椅子ルートマップ普及支援
※車椅子ルートマップの普及で誰もが移動
しやすい環境に（SDGs11.7)。また携帯
型心電計設置個所の表示もできます。
（マップの２次利用）

健康的な人と
まちづくり

企業

※携帯型心電計の正しい測定と、心電図
の基礎知識を習得（SDGs3.dの実践）
携帯型心電計資格を車椅子ルートマップ普及
活動を手伝う学生や主婦・障害者等に権利を
付与したり働く場を提供することで、働きが
いや技能を備えた若者を増加させます。
（SDGs8.5)（SDGs4.4）

▶社員の健康を守り、地域貢献も実現できるSDGs4つの実践に導く
ことにもなっていきます。

社員

車椅子ルートマップ上
でサービス展開

地域

健康経営＆SDGs実践により
企業イメージの向上!

ブランディングに繫がり、多様性
に富んだ人材獲得にも。

日々の計測で心電図状態を
チェックしていく!
計測で、ご家族も安心
して仕事を応援できる。
携帯型心電計のあるお店を増や
すことで健康な地域一体感を!
どちらかで迷ったら、携帯型
心電計のあるお店を選ぶ。

※例えば心電図測定はこのような
事態を防ぐことに繋がります。
お車を利用される事業者様の、万が一の
事故発生時の心臓の状態まで管理していた
事実の証明。（導入企業の健康意識の高さ）
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CSK伝心電サービスとは
伝心電パック(12万円)で進める健康経営
とSDGs (Health Management with SDGs）

SDGs4つの実践
3.d 健康危険因子の早期警告
11.7 車椅子ルートマップの活動支援
8.5 若者や障がい者を含む人々の働きがい
4.4 技能を備えた若者を増加させる

健康経営の実践からSDGsを提言し、社員や地域の方の健康や医療への提言、住みやすい、働きがいのあるまちづくり
に貢献!
☞

持続可能な開発目標という意味を持つSDGsと、持続可能な目標設定が求められる健康経営は隣り合っているテーマ!
・健康経営を目指し、「ホワイト500」「ブライト500」企業へ!
・ SDGsは企業にとっての使命。地域に密着した「車椅子ルートマップ」の普及と展開利用による地域活性化を!

12万円から始められる 健康経営＆SDGs
携帯型心電計資格の取得

携帯型心電計の付与
※機器は、公財）日本心臓財団推奨の
携帯型心電計機器

+α

車椅子ルートマップ普及支援
※車椅子ルートマップの普及で誰もが移動
しやすい環境に（SDGs11.7)。また携帯
型心電計設置個所の表示もできます。
（マップの２次利用）

健康的な人と
まちづくり

健康経営＆SDGs実践により
企業イメージの向上!
企業生存戦略に繫がり、地域
貢献と社会課題への対応力。

企業

※携帯型心電計の正しい測定と、心電図
の基礎知識を習得（SDGs3.dの実践）
携帯型心電計資格を車椅子ルートマップ普及
活動を手伝う学生や主婦・障害者等に権利を
付与したり働く場を提供することで、働きが
いや技能を備えた若者を増加させます。
（SDGs8.5)（SDGs4.4）

▶社員の健康を守り、地域貢献も実現できるSDGs4つの実践に導く
ことにもなっていきます。

日々の計測で心電図状態を
チェックしていく!
計測で、ご家族も安心
して仕事を応援できる。

社員

車椅子ルートマップ上
でサービス展開

地域

携帯型心電計のあるお店を増や
すことで健康な地域一体感を!
どちらかで迷ったら、携帯型
心電計のあるお店を選ぶ。

※例えば心電図測定はこのような
判断で未然防止に繋がります。
お車を利用される事業者様の
事故発生前に社員交替の指示。
（導入企業の健康意識の高さ）
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CSK伝心電サービスとは（行政版）
伝心電パック(12万円)で進める健康推進
とSDGs (Health Management with SDGs）

SDGs4つの実践
3.d 健康危険因子の早期警告
11.7 車椅子ルートマップの活動支援
8.5 若者や障がい者を含む人々の働きがい
4.4 技能を備えた若者を増加させる

健康管理の実践からSDGsを推進し、地域の健康や医療への対応。住みやすい、働きがいのあるまちづくりに貢献!
☞

健康推進と地域の安全・安心のある街作りは、持続可能な目標であるSDGsを浸透させながら、企業と住民一緒に推進!
・誰ひとり取り残さないための健康に配慮した携帯型心電計の普及と、地域に密着した「車椅子ルートマップ」の普及を!
・SDGsは地域行政の使命! SDGs未来都市を目指していきませんか。また、実践していきませんか?

12万円から始められる 健康推進＆SDGs
携帯型心電計資格の取得

携帯型心電計の付与
※機器は、公財）日本心臓財団推奨の
携帯型心電計機器

+α

車椅子ルートマップ普及支援
※車椅子ルートマップの普及で誰もが移動
しやすい環境に（SDGs11.7)。また携帯
型心電計設置個所の表示もできます。
（マップの２次利用）

健康的な人と
まちづくり

行政

健康作りとSDGsの実践により
地域イメージの向上!
地域活性化、多様性に富んだ
人材獲得、住みやす街に。

※携帯型心電計の正しい測定と、心電図
の基礎知識を習得（SDGs3.dの実践）
携帯型心電計資格を車椅子ルートマップ普及
活動を手伝う学生や主婦・障害者等に権利を
付与したり働く場を提供することで、働きが
いや技能を備えた若者を増加させます。
（SDGs8.5)（SDGs4.4）

▶住民の健康を守り、地域促進・貢献も実現できるSDGs4つの実践に
導くことになっていきます。（企業にとっては、健康経営とイメージアップ）

日々の計測で心電図状態を
チェックしていく!
計測で、ご家族も高齢者も
安心して暮らせる。

企業
住民
車椅子ルートマップ上
でサービス展開

地域

携帯型心電計の設置場所を増や
すことで健康な地域一体感を!
どちらかで迷ったら、携帯型
心電計のあるお店を選ぶ。

※例えば心電図測定はこのような
状況での健康を守ります。
突然の動悸や体調不良時の状態を把握し、
住民の心疾患を予防し、地域の健康向上。
（行政の健康意識の高さ）
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CSK伝心電サービスとは（行政版）
伝心電パック(12万円)で進める健康推進
とSDGs (Health Management with SDGs）

SDGs4つの実践
3.d 健康危険因子の早期警告
11.7 車椅子ルートマップの活動支援
8.5 若者や障がい者を含む人々の働きがい
4.4 技能を備えた若者を増加させる

健康管理の実践からSDGsを推進し、地域の健康・医療への対応。住みやすい、働きがいのあるまちづくりに貢献!
☞

健康推進と地域の安全・安心ある街作りは、持続可能な目標であるSDGsを浸透させながら、企業と住民一緒に推進!
・誰ひとり取り残さないための健康に配慮した携帯型心電計の普及と、地域に密着した「車椅子ルートマップ」の普及を!
・SDGsは地域行政の使命! SDGs未来都市を目指していきませんか。また、実践していきませんか?

12万円から始められる 健康推進＆SDGs
携帯型心電計資格の取得

携帯型心電計の付与
※機器は、公財）日本心臓財団推奨の
携帯型心電計機器

+α

車椅子ルートマップ普及支援
※車椅子ルートマップの普及で誰もが移動
しやすい環境に（SDGs11.7)。また携帯
型心電計設置個所の表示もできます。
（マップの２次利用）

健康的な人と
まちづくり

行政

健康作りとSDGsの実践により
地域イメージの向上!
地域活性化、多様性に富んだ
人材獲得、住みやす街に。

※携帯型心電計の正しい測定と、心電図
の基礎知識を習得（SDGs3.dの実践）
携帯型心電計資格を車椅子ルートマップ普及
活動を手伝う学生や主婦・障害者等に権利を
付与したり働く場を提供することで、働きが
いや技能を備えた若者を増加させます。
（SDGs8.5)（SDGs4.4）

▶住民の健康を守り、地域促進・貢献も実現できるSDGs4つの実践に
導くことになっていきます。（企業にとっては、健康経営とイメージアップ）

日々の計測で心電図状態を
チェックしていく!
計測で、ご家族も高齢者も
安心して暮らせる。

企業
住民
車椅子ルートマップ上
でサービス展開

地域

携帯型心電計の設置場所を増や
すことで健康な地域一体感を!
どちらかで迷ったら、携帯型
心電計のあるお店を選ぶ。

※例えば心電図測定はこのような
状況での健康を守ります。
突然の動悸や体調不良時の状態を把握し、
住民の心疾患を予防し、地域の健康向上。
（行政の健康意識の高さ）
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