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次世代ヘルスケア産業協議会 中間とりまとめ（案） 

 
 
 

１．次世代ヘルスケア産業協議会の設置 

健康寿命延伸分野の市場創出及び産業育成は、国民のＱＯＬ（生活の豊かさ）

の向上、国民医療費の抑制、雇用の拡大及び我が国経済の成長に資するもので

ある。 

このため、官民が一体となってその市場創出及び産業育成に向けた具体的な

対応策について検討を行う「次世代ヘルスケア産業協議会」を、昨年 12 月に

健康・医療戦略推進本部の下に設置した。その後、協議会の下に、以下の３つ

のＷＧを設置し、具体的施策のあり方を検討してきた。 

 

（各ＷＧの検討内容） 
 

●事業環境ＷＧ（主査：武久 洋三 日本慢性期医療協会 会長） 

・新たな健康サービス・製品の創出のための事業環境の整備（グレーゾ

ーン解消等）に係る検討 
 

●健康投資ＷＧ（主査：森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所 教授） 

・企業、個人等の健康投資を促進するための方策の検討 
 

●品質評価ＷＧ（主査：末松 誠 慶応大学 医学部長） 

・健康関連サービス・製品の品質評価の在り方の検討 

 

 

 

２．健康寿命延伸産業の重要性と果たすべき役割 

（１）新産業創出と医療費削減 

少子高齢化が進行する中、我が国における国民医療費は毎年増大しており、

平成 23年度に 38兆円を突破した。今後もＧＤＰの伸びを超えるスピードで増

加し、2025年には約 60兆円に達する見込みである。（図表１）。 
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図表１ 国民医療費の見通し 

 

 

平成 23年度において、国民医療費の内、医科診療医療費に占める生活習慣

病の割合は全体の約３分の１（9.8兆円）となっている。（図表２）。これらの

生活習慣病は、完治が困難で多額の治療費（例えば人工透析）を必要とする場

合も多く、若年期からの運動や食事などの生活様式の変化や健康への無関心が

大きな要因であると考えられており、公的保険外の予防・健康管理サービス産

業（以下「公的保険外サービス」と言う。）を積極的に創出することにより、

医療費の削減につなげることが可能である。 

 

図表２ 医科診療医療費に占める生活習慣病の割合 

 
出典：厚生労働省「平成 23年度国民医療費」 
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今後も生活習慣病が増加し、さらに、高齢期における介護や生活支援などの

多様なニーズが増大していく中においては、公的保険制度のみによる対応では

限界が生じる可能性が高い。このため、公的保険内の医療・介護サービスを持

続可能な形で提供しつつ、公的保険外サービスを活性化させることにより、国

民の健康・予防ニーズを満たしつつ、経済成長につなげていくことが必要であ

る。また、これらの公的保険外サービスは、個人や保険者が健康増進・予防等

の「セルフメディケーション」を推進するための環境を整備するためにも有効

であると考えられる。 

こうした観点から、慢性期医療（生活習慣病関連）にかかる費用を、公的保

険外サービスを活用した予防・健康管理に大胆にシフトさせることにより、「国

民の健康増進」「医療費削減」「新産業の創出」の一石三鳥の実現を図ることが

必要と考えられる（図表３）。 

 

図表３ 予防・健康管理サービスの活用 

 

 

（２）地域経済・コミュニティの活性化 

健康寿命延伸産業の発展は、今後、地域の人口減少と医療費増大が進む中で、

地域経済・コミュニティーの活性化のためにも大きな役割を果たすことが期待

される。地域においては、今後、医療提供体制の見直しや、医療・介護・介護

予防・住まい・生活支援が一体となった地域包括ケアシステムの構築が進めら
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れていく予定である。一方、公的保険外サービスに対するニーズも、地域にお

いて様々な形で拡大していくものと考えられる。また、地域の新産業創出に向

けて、公的保険外のサービスを活用していく取組も始まっている。 

こうした中、地域において公的保険外のサービスを提供する産業を創出でき

れば、①高齢化に伴う地域の多様なニーズの充足（地域の医療・介護体制の構

築への貢献）、②農業・観光業などの地域産業との連携（医・農商工連携）に

よる新事業創出といった大きな役割を果たすことが期待できる。これらの取組

を促進し、地域住民の健康づくり、疾病の予防を進めることで、地域の「経済

活性化と医療費削減」につなげていくことが重要である。（図表４）。 

 

図表４ 地域における予防・健康管理サービスの役割 

 

 

 

３．新産業の創出に向けた課題とアクションプラン 

（１）新産業の創出のための課題 

医療などの公的保険サービスの外延に位置する健康寿命延伸産業は、多種多

様なサービス・製品によって構成される「新しい産業分野」であり、その発展

の阻害要因として、例えば、以下のような課題が存在している。 
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（需要面、供給面の課題の例） 

＜需要面の課題＞ 

●健康投資 

・企業や健保組合にとって、健康増進のメリットや経済的な効果が不明

確。このため、「投資」ではなく「コスト」としての認識が中心。 
 

＜供給面の課題＞ 

●事業環境 

・規制の適用に関するグレーゾーンが存在し、事業者が新事業活動を躊躇。 

・ビジネスモデルが確立しておらず、新事業活動に必要な資金・人材の確

保が困難。 

●品質評価 

・医学的効果が不明確な製品やサービスが多く、企業・個人が積極的に使

いにくい状況。 

 

健康寿命延伸産業の発展のためには、こうした課題の解決を通じて、健康へ

の取組に対する企業・個人の意識を「コスト」から「投資」へ切り替えていき、

「需要創出と供給拡大の好循環」を作り出していくことが必要である。そのた

めに、民間事業者が積極的に新事業に挑戦していける需要・供給の両面からの

環境整備を進めることが重要である。 

このため、本協議会では当面の検討課題として、「事業環境」「健康投資」「品

質評価」の３つのＷＧを設置して具体的な施策のあり方の検討を行った。各Ｗ

Ｇの検討結果は、中間報告として別紙１～３に添付している。 

各ＷＧで取りまとめた施策は、相互に連携しており、「需要創出と供給拡大

の好循環」に向けて、「一体的なパッケージ」として実施されることが重要で

ある。（図表５） 

 

図表５ 健康産業創出に関する施策パッケージ 

 



 

  ~ 6 ~ 
 

 

（２）新産業の創出に向けたアクションプラン 

３つのＷＧでの中間報告においては、速やかに実施することが期待される施

策が示されており、これらを「アクションプラン」として、実施スケジュール

とともに、以下のとおり整理した。 

 

（新産業創出のためのアクションプラン） 

 

Ⅰ 新事業創出のための環境整備 

①グレーゾーン解消による新事業活動の促進 

○グレーゾーンに関し、産業競争力強化法に基づく個別事案の解消を促

進する。併せて、地域での広報・普及を含めた取組を強化する。 

[実施済（さらに個別事案の解消を推進] 

○本年３月末に策定した「健康寿命延伸産業分野における新事業活動の

ガイドライン（５分野）」について、個別の解消事例を集積し、今後

内容を拡充する等、必要に応じてガイドラインを改定する。 

[実施済（今後適宜改定）] 

②地域における新事業創出のための環境整備 

【ビジネスモデル】 

○「医・農商工連携」を推進するために、新事業に関するモデル実証事

業を支援する。                ［今年度から開始］ 

○地域版「次世代ヘルスケア産業協議会」を全国展開し、優れたビジネ

スモデルを普及する。              [今年度から開始] 

【資金】 

○地域経済活性化支援機構が「地域ヘルスケア産業支援ファンド（仮称）」

を創設し、新事業へのリスクマネー・経営人材を供給する。 

[今年度中] 

○政策金融によるヘルスケア産業創出融資制度を検討する。 

[今夏に制度要求] 

【人材】 

○地域の保健師等の専門人材やアクティブシニア人材を活用するため

のマッチング事業を支援する。         [今年度から開始] 
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Ⅱ 健康投資・健康経営の促進 

①企業等における健康投資の促進 

○企業や健康保険組合の健康投資を評価するための「評価指標」を構築

し、その取組を促進する。           [今年度から開始] 

○評価指標について、厚労省の「データヘルス計画」と連携し、健康保

険組合の取組を促進するインセンティブの制度設計に活用する。 

 [今年度から開始] 

②健康経営が評価される枠組みの構築 

○健康優良企業をプラス評価する「健康経営銘柄（仮称）」を設定する。 

[来年春の設定に向けてデータ収集を開始] 

○企業や健康保険組合のベストプラクティスを地域ヘルスケア協議会

等で公表・共有を進める。              [今年度中] 

○ＣＳＲ報告書などによる企業の積極的な情報発信を促進する。 

[今年度から関係者との調整を開始] 

 

Ⅲ ヘルスケアサービスの品質の見える化 

①健康運動サービスに関する品質評価の実施 

○ニーズの高い「健康運動サービス」について「民間機関による第三者

認証」を試行的に実施する。          [今年度から開始] 

○第三者認証について、学会や業界団体等の専門家・専門機関による支

援体制を整備する。              [今年度から開始] 

②認証を受けた健康運動サービスの利活用の促進 

○利用者となる企業や健康保険組合のニーズを収集し、認証を受けた健

康運動サービスの広報・普及を行う。       [今年度から開始] 

 

（３）アクションプランのフォローアップ  

上記のアクションプランについては、その実施状況を本協議会、各ＷＧに定

期的にフィードバックするとともに、その効果を踏まえて、それぞれの施策の

見直し、新たな施策の検討につなげていく。 
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次世代ヘルスケア産業協議会 事業環境 WG 中間報告 

 

平成 26年 6月 5日 

 

 

Ⅰ．健康寿命延伸産業の成長のための事業環境の現状と課題  

 

１．グレーゾーンの存在とその解消の必要性 

近年、高齢化の進展と医療費の増大が進む我が国社会においては、保険者と

企業が共同で実施する被保険者の健康増進に関する取組や、地域関係者が連携

した複合的な生活支援サービスの提供など、生活習慣病有病者の増加や高齢化

に対応した新たなサービスの創出が期待されている。 

他方、健康寿命延伸産業は、その性質上、医療分野に関係・近接する事業を

その内容に含み得ることから、医師法や医療法などの関係法令の適用の有無が

不明確なケースが存在する（これらを「グレーゾーン」と呼ぶこととする）。 

このような状況下、今後、ユーザーのニーズに応じた新しいサービスの創出

に際して、関係法令の適用の有無が不明確である事例（図表１）が増えていく

ことが考えられるが、このようなグレーゾーンの存在は、事業者がこれらのサ

ービスを提供することを躊躇する原因ともなっている。 

 

図表１ 健康寿命延伸産業におけるグレーゾーン事例 

 

 

別紙１ 
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このため、それぞれのサービスの実態に即してこのようなグレーゾーンを個

別に解消していくことが有効であると考えられ、既に、平成２５年１２月に成

立した「産業競争力強化法」に基づいて、そのための「グレーゾーン解消制度」

（新事業活動を実施しようとする者が、主務大臣に対して、事業活動に関する

規制法の解釈及び事業活動に対する当該規制法の適用の有無について確認す

ることができる制度。）が整備された。新たなヘルスケアサービスの発展に向

けて、現在、潜在的に多種多様なグレーゾーン解消のニーズが存在すると考え

られ、事業者による制度の活用、そのための情報提供などにより、グレーゾー

ン解消の着実な進展が期待されている。 

 

２．健康寿命延伸産業に対する需要の増大・変化への対応 

 健康寿命延伸産業に対する需要は、国民の健康意識の高まり、データヘルス

計画の推進（※）等に伴い、様々な産業分野や地域において、今後大きく高ま

っていくことが想定される。 

※全ての健康保険組合は、健康保険法に基づく事業の一環として、平成 26年度中にレセプト情報・健診

情報等を活用した「データヘルス計画」を作成し、平成 27年度から実施することとなっている。 

 

 このような需要の増大に対しては、１.で述べたグレーゾーンの解消による

事業環境の整備の他に、産業の発展に必要な資金やマネジメントノウハウの提

供、人材面でのニーズにも対応していくことが必要になると考えられる。具体

的には、既存の事業者が、事業内容を拡充する場合のみならず、他の事業分野

から健康寿命延伸産業分野への業態転換、他の事業との統合・複合など、量的

な拡大だけでなく質的な変化にも対応する必要がある。 

 また、健康寿命延伸産業は主に地域の需要・ニーズに密着して事業展開を行

っていくことが想定されるが、多くの地域では高齢化や過疎が進み、雇用が減

少する一方、医療費は増大していくことが想定される。こうした中、健康寿命

延伸産業において地域の新しいニーズに対応した優れたサービスが提供され

るようになれば、雇用の創出、医療費の適正化など、地域の経済・社会の持続

のために大きな役割を果たすことが期待できる。 

このため、健康寿命延伸産業の地域における発展に向けては、グレーゾーン

解消に加え、資金、人材、地域資源などを総合的に活用した事業環境整備を行

っていくことが重要であると考えられる。 
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３．諸外国における高齢化の進行への対応 

 今後、欧米及びアジア諸国においても、我が国同様に高齢化が進行していく

ことが予測されている。このような中で、世界に先駆けて高齢化が進んでいる

我が国は、健康寿命延伸産業の成長に向けたノウハウを蓄積することが可能で

あると考えられ、これらの事業を諸外国に戦略的に展開する好機として考える

視点も重要である。 
 

 

Ⅱ．本 WG における検討内容の中間整理  

 

 本ＷＧでは、健康寿命延伸産業の成長のための事業環境に関する当面の課題

として、グレーゾーンの解消に向けた検討に加え、地域における新事業展開を

促進するための環境整備に向けた方策などを検討した。 

 

１．グレーゾーン解消の推進 

（１）「グレーゾーン解消制度」の活用状況 

    産業競争力強化法第 9条において、新事業活動を実施しようとする者は、

主務大臣に対して、事業活動に関する規制法の解釈及び事業活動に対する当

該規制法の適用の有無について確認することができると規定している（図表

２）。 

 

図表２ グレーゾーン解消制度の概要 
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本制度の具体的な活用については、今年 1月の法施行後、本分野においては、

民間事業者から、①運動機能の維持など生活習慣病の予防のための運動指導、

②血液の簡易検査とその結果に基づく健康関連情報の提供、に関する２件の申

請があり、約１ヶ月間の審査の結果、２月２５日に両事業者に対して回答し、

規制適用の有無等について明確化した。（図表３） 

 

図表３ グレーゾーン申請案件 

 

 

（２）「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」の策定 

  （１）で示した「グレーゾーン解消制度」に関し、医療・介護分野と関係の

深い健康寿命延伸産業については、事業者からのグレーゾーン解消のニーズが

高い分野である。このため、その中でも特にニーズが高い事業について、それ

らを類型化した上で関係する基本的な法令解釈やその留意事項を参考となる

「ガイドライン」として整理・公表することは、事業者が関連の事業を適切に

実施するために役立つと考えられる。 

このため、今回、ニーズが高い５つの事業類型（予防のための運動／栄養指

導、病院食の提供、簡易な検査（測定）、健康管理等に資するレセプトデータ等

の分析、地域関係者が連携した複合的な生活支援サービスの提供）についてガ

イドラインを策定することとした。 

なお、このガイドラインは、新事業を行う際の参考となるものであり、加え

て、それぞれに内容が異なる個別事業については、法に基づく「グレーゾーン

解消制度」も併せて活用されることになるものである。 
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  これら５つの事業類型については、いずれも事業者からのニーズが強く、

かつ、一定の実態把握がなされていたものであるが、本 WGにおいては、委員

関係者等からの専門的意見の聴取を行うことにより、さらなる実態の把握や

考え方の整理を行った。その結果を踏まえ、厚生労働省と経済産業省が共同

で「健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン」を策定し、

平成２６年３月３１日付で公表したところであり、その概要は以下のとおり

である。 

 

①予防のための運動／栄養指導 

 医師が出す運動又は栄養に関する指導・助言に基づき、民間事業者が運動 

／ 栄養指導サービスを提供するケースにおいては、民間事業者は、自ら

は診断等の医学的判断を行わず、医師からの指導・助言に従い、健康の維

持・増進を目的として、医学的判断及び技術が伴わない方法により運動／

栄養指導サービスを提供すること。 

 また、医師は、生活習慣病等に関連する療養の給付を行っていない利用者

に対して、運動又は栄養に関する指導・助言を書面等の形で発出し、その

対価を徴収すること。 

 

② 病院食の提供 

 医療法人が、通院患者等に対し、配食等により病院食を提供するケースに

おいては、配食等を通じた病院食の提供が、医療法第 42条に規定される

附帯業務（保健衛生に関する業務）に含まれること。 

 また、対象者は、当該医療法人の医師が栄養・食事の管理が必要と認める

患者であって、かつ、当該医療法人に入院していた者若しくは通院してい

る者、又は訪問診療若しくは訪問看護を受けている者であること。 

 

③ 簡易な検査（測定） 

 民間事業者が、簡易な検査（測定）を行うケースにおいては、利用者本人

が自ら検体採取を行い、利用者が自ら採取した検体について、診療の用に

供しない生化学的検査（測定）を行うこと。 

 また、民間事業者は、検査（測定）結果による診断は行うことはできない

ため、医学的判断が伴わない範囲のサービスに留めること。 

 

④ 健康管理等に資するレセプトデータ等の分析 

 保険者等が、レセプト・健診データを分析し、その結果に基づく「要受診」

や「要保健指導」等の情報を、被保険者が所属する企業にも共有し、企業

と保険者等が共同して、被保険者の健康増進等に関する取組を実施するケ
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ースにおいては、被保険者の同意を得るなど個人情報保護法第 23条に規

定される情報の第三者への提供制限を遵守すること。ただし、提供される

情報が、保健事業に必要な最低限の情報（医療機関への受診の有無など）

に限定されていること。 

 

⑤ 地域関係者が連携した複合的な生活支援サービスの提供 

 民間事業者、医療機関、社会福祉法人、自治体等の関係者が、複数の組織

間で個人情報を共有し、複合的な生活支援サービスを提供するケースにお

いては、共有される情報の内容、共有先、利用目的等について、あらかじ

め、サービス利用者本人の同意を得るとともに、共有される情報が、利用

者の利益のため必要な最低限の情報に限定されていること。 

 

（３）「グレーゾーン解消制度」及び「ガイドライン」の活用促進 

法に基づく「グレーゾーン解消制度」については、今後、一層の利用促進を

図ることが重要であり、そのため、地域や関係事業者に対する本制度の積極的

な広報・周知に努める。 

 このような普及活動を進める中で、利用事例の蓄積が進むこととなった場合

には、それらの類型化の適否を含めてガイドライン化することの効果や必要性

を検討し、新しい事業類型の追加もしくは既存の事業類型における内容の拡充

等、所要のガイドライン改定を進めることが適切である。 

 

２．地域における健康寿命延伸産業の創出・拡大 

（１）地域における健康寿命延伸産業の課題 

  健康寿命延伸産業は、その発展により、地域における雇用の創出、地域コ

ミュニティの活性化、医療費の抑制という一石三鳥の効果が期待できる分野

であり、戦略的に健康寿命延伸産業を創出・拡大していくことが期待されて

いる。 

  一方、健康寿命延伸産業の創出・拡大のためには、それぞれの事業が持続

的なビジネスモデルとして運用されていくことが必要となるが、現時点では

「健康寿命延伸産業」というコンセプトは打ち出されたばかりであり、十分

な事業性を持ったビジネスモデルを実現できていない分野が多いと考えられ

る。このため、地域の金融機関等も、この分野を有望な資金供給の対象とし

ては見ていないのが実態である。 

  このため、政府は、地域のヘルスケア事業者が他分野の事業者や自治体等

と連携して、この分野における持続的かつ競争力のあるビジネスモデルを確

立していくための事業環境整備を進めていくことが期待される。 
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  こうした事業環境整備のために必要な事項は多数あるが、ここでは特に、

①資金の供給、②専門人材等の確保、③地域資源の活用、④異業種間連携を

進める場の提供、に関して具体的な施策の方向性を以下に整理した。 

 

（２）具体的施策の方向 

①新事業展開を促進する資金供給 

健康寿命延伸産業については、ビジネスモデルが確立していないため、事

業の収益性やキャッシュフローが見通しにくく、また、こうしたサービス事

業者は十分な担保を保有していないケースが多い。このため、地域の金融機

関においては積極的な資金供給に躊躇している可能性がある。 

こうした中、地域における新規のヘルスケアサービス事業を戦略的に推進

するためには、上記のような事業環境に対応したリスクマネーの供給の枠組

みが必要である。そのために例えば、地域ヘルスケア産業支援のためのファ

ンドを通じた出資という資金供給が効果的と考えられる。 

さらに、こうした出資に際しては、出資先の企業のビジネスモデルの確立

が極めて重要であることから、併せて経営人材の提供など、経営ノウハウ（マ

ネジメント）の向上のためのハンズオン支援を積極的に提供することが期待

される。 

また、事業が継続的に運営されていくためには、融資による資金供給も円

滑に進められることが必要である。このため、政策金融の活用などにより、

民間金融の呼び水とすることが考えられる。 

 

②地域における専門人材・アクティブシニアの活用 

   地域において健康寿命延伸産業が発展していくためには、優れた人材の

確保が不可欠であり、特に地域において、①健康医療分野に関する専門的

知識を持った人材の活用、②ビジネス経験が豊富なアクティブシニア（注：

65歳以上で、就業が可能な人材）の活用が必要と考えられる。 

しかし、保健師等の専門人材については、資格を有しながら、子育て等の

理由で現場から離れ、専門的知識等を再習得するための復職訓練が十分に整

備されていないため、資格を活用できていない者が多数存在している。また、

地域のアクティブシニアについても、様々なビジネス経験を有しており、働

く意欲があるにもかかわらず、求人に関する情報が届いていないこと等によ

り就業できていないという指摘もある。 

地域において健康寿命延伸産業の担い手が必要とされる中、このような人

材の掘り起こし及び積極的な活用を行うことが重要である。このため、有資

格者への情報提供、ヘルスケアサービス事業者とのマッチング等が継続的に
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行われる枠組みを作ることにより、地域における専門人材・アクティブシニ

アが積極的に活躍できる環境を整備することが必要である。 

 

③地域資源の活用 

・観光業、農林水産業と連携した健康寿命延伸産業の展開 

   地域の健康寿命延伸産業が競争力あるビジネスモデルを創出するため

には他地域との差別化が必要であり、そのためには、医療関係者の協力の

下に、地域の特色ある観光資源や農林水産業と連携することが非常に有効

である。これにより特色あるビジネスモデルをつくることができれば、地

域外、さらには海外からの利用者の獲得により、ビジネスの発展をより確

実なものにすることが可能となる。また、地域の観光業や農林水産業にと

っても、新たな付加価値を付けることが可能となり、大きな相乗効果が期

待できる。 

   こうした「医・農商工連携」を推進するため、地域の事業者によるビジ

ネスモデル確立に向けた取組を支援するとともに、金融機関・ファンドに

よる資金供給につなげるための環境整備を推進することが重要である。 

 

・街づくりと健康寿命延伸産業の連携 

   地域の街づくり、にぎわい創出のためには、外出や運動をしやすい環境

を整え、住民の健康作りの意欲を街中での人々の活動に結びつけていくこ

とが効果的である。これに向けて、地域のインフラ資源である商店街や公

共施設等を活用することにより、地域の街づくりと連携した健康寿命延伸

産業の創出・拡大を図ることが期待できる。 

   このため、地域の健康寿命延伸産業に携わる事業者が、商店街における

空き店舗活用等により、円滑なビジネス展開と街のにぎわい創出を実現で

きる環境整備が必要である。 

 

④地域の事業者等の連携の推進 

  地域における健康寿命延伸産業の発展のためには、多様なヘルスケアサー

ビス事業者、医療機関、金融機関等が連携して新しいビジネスモデル作りに

取り組むことが重要であり、またこうした取組について、国とともに地域の

自治体、大学等の公的機関が積極的にサポートを行うことが必要である。 

  現時点において、北海道、中部、四国、九州などの各地域ブロック、熊本

県、松本市等において、このような連携推進のための組織が既に立ち上げら

れている。こうした地域の関係者間連携の動きを全国的に展開していくこと

が必要である。 
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このため、地域版「ヘルスケア産業協議会」について、地域の実情に応じ

て、地域ブロックレベル、都道府県、市町村レベル等の適切な規模による設

置を進めていくことが重要である。 

 

３．海外展開の促進 

 アジア諸国をはじめとした諸外国においても生活習慣病有病者は増加しつつ

あり（図表４）、健康維持・増進に有効なサービスや製品の需要が顕在化しつつ

ある。このため、医療・介護・福祉について先行する我が国の、ヘルスケアに

関する取組については各国からの注目が集まっている。 

 特にアジア諸国においては、我が国のように各家庭に計測機器が置かれ、定

量的に日々の健康管理が行われている国は極めて少なく、生活習慣の指導や測

定機器の利用をパッケージで取り入れたいというニーズは大きいとの指摘があ

る。 

 他方で、我が国の健康寿命延伸分野の事業者においては、従来、海外展開に

対する関心が総じて低い状況にあるとともに、関心がある事業者についても諸

外国におけるニーズや事業可能性、ビジネスリスク等に関する情報を入手する

ことが困難であることから、海外展開を躊躇する場合が多かったと見られる。 

 このため、健康寿命延伸分野の事業者に対して、海外展開好事例の共有を進

めるとともに、ニーズや事業可能性に関する情報を調査・整理し、積極的に提

供することが必要である。 

また同時に、アジア諸国等に向けて我が国のヘルスケアに関する取組につい

て積極的に情報提供を行い、海外市場の需要喚起につなげていくことも必要で

ある。 

 

図表４ アジア諸国における生活習慣病有病者数の推移 
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Ⅲ．今後のアクションプラン  

 

１．グレーゾーンの解消の推進 

 グレーゾーン解消制度については、地域の多様な事業者に周知し、その活用

を促進するため、各地に既に存在する地域版「ヘルスケア産業協議会」等にお

いて「ヘルスケア関連施策説明会」を継続的に開催することにより積極的な周

知を促していく。 

 また、ガイドラインについても個別事例の蓄積を踏まえて類型化を図り、必

要に応じて改定を進めていく。 

 

２．地域における産業発展のための環境整備 

（１）新事業展開を促進する資金供給の拡大 

   地域におけるビジネスモデル確立に向けたリスクマネーの供給のた

め、地域経済活性化支援機構による健康寿命延伸産業向けのファンド組

成に向けて、他の民間資金導入等を含めた検討を進める。 

また、健康寿命延伸産業に対する事業資金の供給を図るため、今夏の

制度要求を視野に入れ、政府系金融機関と連携して低利融資制度の創設

に向けた検討を進める。 

   

（２）地域における専門人材確保 

   健康寿命延伸産業における人材の確保を図るため、地域の事業者が行

う潜在有資格者やアクティブシニアの発掘やマッチングに対する支援

を行う。 

  

（３）地域資源の活用 

   「医・農商工連携」のためのビジネスモデル実現に向けて、早期に地

域の事業者が連携して行う実証事業を実施する。 

また、地域の事業者が取り組む空き店舗を活用した健康寿命延伸のた

めの事業展開に対する支援を行う。 

 

  （４）地域版ヘルスケア協議会の展開 

現在、既に各地域で様々なヘルスケア産業振興組織ができていること

から、その把握を早期に行う。そうした組織に対して積極的に施策の周

知を行うとともに、その上で、新たに地域版「ヘルスケア産業協議会」



 

~ 18 ~ 
 

の立ち上げを検討する地域に対し、地域の実情に即した最適な構成員や

規模などについて、関係者に対し助言、提言を行う。 

 

３．海外展開の促進 

 アジアを中心とした新興国におけるニーズ等を把握するため、市場調査を早

期に実施し、その結果を関係者に広く提供する。また、そうした情報を踏まえ

て、海外展開を検討する事業者が特定国市場において行う事業性調査について

支援する。 
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次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資 WG 中間報告 

 

平成 26年 6月 5日 

 

 

Ⅰ．健康投資・健康経営(※)の促進に向けた現状と課題  

 

１．健康投資・健康経営の重要性とその意義 

 高齢化の進展と医療費の増大が進む我が国社会においては、今後、国民一人

ひとりが自らの健康の維持・増進により積極的に取り組むだけでなく、企業や

健康保険組合が、組織としても従業員やその家族（以下、従業員等という。）健

康状態の維持増進に関する取組を進めていく重要性が高まっている。 

企業が従業員等の健康状態の維持増進を進めることは、個々人の生活の質が

向上することに加え、生産性の向上や組織の活性化を通じて業績が向上するこ

とが期待される。また、対外的には企業イメージが向上する効果が期待される

とともに、他の企業に比べて株価の上昇率が大きくなるなど市場からも評価さ

れるとの研究報告もある。（Raymond  Fabius他 Journal of Occupational and 

Environmental Medicine 2013） 

一方で、企業にとっては、このような取組についてコストとして認識され、

積極的な取組に至っていないとの意見もある。これは、従業員等の健康の維持

増進にかけた費用が企業業績の向上等につながるのか（つながっているのか）

が不明確であり、医療費負担の削減などの具体的なメリットも認識できないこ

とに原因があると考えられる。また、このような取組は社会的に評価されるこ

とが重要であるが、そのための「見える化」も十分には行われていない。 

こうした課題を解決するためには、企業が従業員等の健康づくりへの取組に

ついて、「コスト」ではなく将来に向けた「投資」としてとらえ、積極的・戦略

的に取り組むことができる環境を整えることが必要である。このような、企業、

健康保険組合による健康投資が成果を挙げていく一連のプロセスについては、

図表１のように整理することができる。 

 

 

 

 

別紙２ 
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図表１ 健康投資の効果 

 

 

※日本政策投資銀行の定義では、「従業員の健康増進を重視し、健康管理を経営

課題として捉え、その実践を図ることで従業員の健康の維持・増進と会社の

生産性向上を目指す経営手法」を「健康経営」と位置づけている。 

 

２．健康投資・健康経営の現状 

企業が従業員等の健康管理のために取り組んでいる項目は、例えば図表２に

示すようなものがあるが、事業内容や企業規模の違いなどから、その取組の比

率等はまちまちである。 

 

図表２ 企業の健康管理の取組状況 
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他方、近年、意欲的な企業においては、従業員に対して具体的な健康管理プ

ログラムを提供してその参加状況を詳細にフォローアップしている事例や、さ

らには従業員が会社の取組に対し積極的な関与（例．企業の健康増進計画への

提言や事後評価への積極的な情報提供）を行っている事例も出てきている。  

また、健康投資の重要な担い手となる健康保険組合も、それぞれの規模やそ

の特性に応じた取組を進めている。例えば、健康保険組合に関しては、実施義

務がある特定保健指導以外についても、生活習慣病のハイリスク群に対してセ

ルフマネジメントプログラムを実施している事例や、加入者の疾病保有状況を

分析し、面談と電話での指導による糖尿病重症化予防活動で効果を上げている

事例が見られる。 

こうした中、全ての健康保険組合は、健康保険法に基づく事業の一環として、

平成２６年度中にレセプト情報・健診情報等を活用した「データヘルス計画」

作成し、平成２７年度から事業を実施することとなっている。こうしたデータ

ヘルスの取組は、企業が健康投資として行う取組と密接に連携していくことが

重要であり、そのための環境を整備していくことが必要である。従来、企業や

健康保険組合の個々の取組については、一部のベストプラクティスの紹介がな

されてはいるものの、それらの経験や方法論等が十分に整理・体系化され、共

有されるには至っていない状況にある。 

 

図表３ データヘルス計画 
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Ⅱ．本 WG における検討内容の中間整理  

 

 本 WGにおいては、当面の課題として、健康投資・健康経営の取組状況、従業

員等の健康状態の改善度等に関する評価に資する指標を検討し、その上で、企

業の健康投資・健康経営を促進するための具体的な方策を検討した。 

 

１．健康投資・健康経営の評価指標 

 今後、健康投資・健康経営を社会全体として推進していくためには、企業や

健康保険組合、自治体、ヘルスケアサービス事業者などの多様な関係者が、協

力して取組を進めていくことが重要であり、そのためには、関係者が様々な判

断を行うための基礎となる共通的な指標を構築し、その普及を図る必要がある

と考えられる。 

これらの指標は、企業が①自社が取り組んでいる健康投資・健康経営の成果

の確認、②市場を含む外部からの評価、③データヘルスなどの健康保険組合の

取組との連携、等のために活用できるものとしていくことが重要である。 

 こうした指標を整備するフレームワークとしては、まず、「メタボ改善率」「医

療費の適正化」などの社会的に望まれる状態の達成のための「アウトカム評価」

が考えられる。そのためには、従業員等の健康状態の改善状況が中心的に評価

されることとなるが、このようなアウトカム評価を行うだけでは、疾病保有者

を排除することでその目標を達成するような不適切な取組を助長する可能性が

ある。このため、アウトカム評価に加え、企業が経営層の意思決定として全社

的に継続的な取組を実施しているかどうかを評価する「プロセス・マネジメン

ト評価」や、それらの取組が従業員等の行動変容に繋がっているかどうかを評

価する「アウトプット評価」も併せて行うことが適当であると考えられる。 

このような３つの観点から評価を行うことが重要であり、そのフレームワー

クは図表４のように整理することができる。 

これらの評価基準については、企業における健康投資の取組の評価に加え、

健康保険組合による取組の評価に活用されることも重要である。具体的には、

健康保険組合が作成する「データヘルス計画」における取組の評価に活用され

ることにより、同計画の実効性を高めるとともに、今後ますます重要となる企

業と健康保険組合の連携（コラボヘルス）を推進する上でも大きく役立つと考

えられる。 
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図表４ 健康投資・健康経営評価指標のフレームワーク 

 

 

こうしたフレームワークを前提として、以下に、個々の評価基準の下での具

体的な指標の整理を行った。但し、企業と健康保険組合では、健康づくりの活

動において対象者や取組の性格が異なるため、健康保険組合の活動については、

企業の活動と共通する事項を踏まえた上で、区別して整理をした。また、健康

増進に関する中心的な事項に加え、企業のブランド向上等の社会的な評価につ

ながる事項も併せて選定している。 

なお、それぞれの評価指標については、これらを活用する企業や健康保険組

合の特性や規模の違いに応じ、一定の柔軟性をもって活用することが適切と考

えられる。 

 

【企業の取組を評価するための指標】 

  企業の取組を評価するための具体的な指標の例としては、以下のような健

康増進に関する中心的な事項、及び企業のブランド向上につながる事項が想

定される。 

 

(1)企業の取組に関する評価（プロセス・マネジメント評価）指標 

  企業の取組に関する評価（プロセス・マネジメント評価）指標の具体的な

例としては、以下のような事項が想定される。 

 

  ①生活習慣病予防の取組状況 

   生活習慣病の有病リスクが高い従業員等に対して、予防の取組を行って

いるか。 
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  ②従業員等に対する情報提供 

   従業員等の健康状態に合わせた情報提供を行っているか。 

 

  ③各種任意検診の実施状況 

   がん検診や歯科検診等を実施しているか。 

 

  ④労働時間の適切な管理状況 

   労働時間の適切な管理に向けた取組を行っているか。 

 

  ⑤その他、企業ブランドの向上等につながる事項 

   ・企業理念等に従業員等の健康状態の維持増進に関する項目を位置付け

ているか。 

   ・組織内に従業員等の健康状態の維持増進に関する部署を設置している

か。 

   ・従業員の健康状態の維持増進に関する専門職との連携体制が整ってい

るか。 

   ・投資家向け情報に従業員等の健康状態の維持増進への取組に関する情

報を記載しているか。 

   ・企業と健康保険組合が連携をして、従業員等の疾病管理や健康状態の

維持増進に取組んでいるか。 

   ・従業員のメンタルヘルス対策に関する取組を実施しているか。 

   ・健康診断の結果を受け、適切な就業措置を行っているか。 

  

(2)従業員等の行動変容に関する評価（アウトプット評価）指標 

  従業員等の行動変容に関する評価（アウトプット評価）の具体的な指標の

例としては、以下のような事項が想定される。 

 

  ①健康診断受診率 

   従業員が健康診断を受診したか。 

 

  ②健康診断後の受療率 

   健康診断で医療機関への受診が必要とされた者が、医療機関を受診して

いるか。 
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  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項 

   ・企業が行う従業員等の健康状態の維持増進に向けた取組（保健指導等）

への参加者が増えているか。 

   ・企業による従業員等の健康状態の維持増進に向けた取組に対する従業

員等の満足度が向上しているか。 

  

(3)従業員等の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）指標 

  従業員等の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）の具体的な指

標の例としては、以下のような事項が想定される。 

 

  ①医療費 

   医療費が適正化されているか。 

 

  ②メタボ改善率 

   メタボリックシンドロームの該当者及び予備群数が減少したか。 

 

  ③その他、企業ブランドの向上等につながる事項 

   ・企業、従業員の生産性が向上しているか。 

   ・コミュニケーションの増加やモチベーションの向上など組織が活性化 

しているか。 

 

【健康保険組合の取組を評価するための指標】 

  健康保険組合については、企業とその活動内容が異なることを考慮するこ

とが必要である。このため、それぞれの健康保険組合の取組を共通的に評価

するために有効となる事項の具体的な例としては、以下のような事項が想定

される。 

 

  ①生活習慣病予防の取組状況 

   生活習慣病の有病リスクが高い加入者に対して、予防の取組を行ってい

るか。 

 

  ②加入者に対する情報提供 

   加入者の健康状態に合わせた情報提供を行っているか。 
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③特定健康診査及び特定保健指導の実施率 

   特定健康診査等実施計画において定める特定健康診査及び特定保健指導

の実施率目標の達成状況 

 

  ④各種任意検診の実施状況 

   がん検診や歯科検診等を実施しているか。 

 

  ⑤医療費 

   医療費が適正化されているか。 

 

  ⑥メタボ改善率 

   メタボリックシンドロームの該当者及び予備群が減少したか。 

 

２．健康投資・健康経営を促進するための方策 

 今後、上述の指標を用いた取組が様々な企業において進められるよう促進し

ていく必要があるが、他方、現状において、それぞれの企業の認識や取組状況

には差異があることにも留意する必要がある。具体的には①すでに優れた取組

を行っている、②取組への関心はあるが方法等がよくわからない、③現時点に

おいては関心が乏しい、に区分できると考えられる。 

 各区分に対し、企業の規模等に応じてきめ細やかな対応を検討する必要があ

るが、そのための方策としては、例えば、「健康投資・健康経営を促進するイン

センティブの構築」、「健康投資・健康経営の手法等の共有」、「健康投資・健康

経営に関する情報発信の促進」、といった３つの側面からのアプローチが考えら

れる。 

 

(1)健康投資・健康経営を促進するインセンティブの構築 

  企業や健康保険組合に対し、健康投資・健康経営を促進するインセンティ

ブを提供するための方策としては、例えば、以下のような事項が考えられる。 

 

  ①優れた取組に対する社会・市場からのプラス評価 

   ・企業が上述の指標を活用し、健康投資・健康経営を積極的に進めると

ともに、社会や市場からプラスの評価が行われるようになることが必

要である。 

・このため、関係機関と調整・連携して、例えば上述した指標を活用した

「健康経営銘柄（仮称）」を設定し、企業ブランドの向上や、株式市場
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での評価、優秀な人材の確保等につなげられるようにすることが効果的

である。 

・また、関係者が健康経営の取組に関する情報を共有することができるフ

ォーラムを設定し、ベストプラクティスを公表することなどにより、そ

うした取組を行う企業に対する社会的な認知を高めていくことも有効

である。 

 

  ②財政面でのインセンティブの付与 

   ・企業が健康保険組合と協力して、その従業員や家族などの現役世代の

健康状態の維持増進に取り組むことを促進するための財政面でのイン

センティブを付与することが重要である。 

・このため、上述した指標を用いて企業や健康保険組合の取組を評価する

ことが期待される。その際、従業員等の年齢構成等が異なる企業や健康

保険組合の間でインセンティブの程度が異なることにならないように

も考慮する必要がある。 

・また、金融機関による低利融資、民間の保険会社による従業員の団体保

険等の保険料に関する割引等の創設など、民間事業者によるインセンテ

ィブ措置の検討・創設を促進していくことも有効である。 

 

(2)健康投資・健康経営の手法等の共有 

  企業や健康保険組合の取組を促進するためには、より効果の高い手法等を

共有することが有効である。そのための方策としては、例えば、以下のよう

な事項が考えられる。 

 

  ①健康投資・健康経営に関するベストプラクティスの共有 

   ・企業や健康保険組合が優れた健康投資・健康経営を行っている事例を

収集・整理し、これから健康投資・健康経営に取り組もうとしている

企業等に、参考となるノウハウとして提供することが有用である。 

   ・そのため、関係者が設置する情報共有のためのフォーラムや、ヘルス

ケア産業の事業展開等のために地域レベルで設立されている様々な

「ヘルスケア産業プラットフォーム」を活用することも有効である。 

 

  ②健康投資・健康経営手法のマニュアル化 

   ・企業や健康保険組合が健康経営への取組を円滑に開始できるようにす

るため、互いの連携方法や情報共有の仕方、さらには手順などを定め

たマニュアルを整備し、提供する。 
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(3)健康投資・健康経営の情報発信の促進 

  企業の健康投資・健康経営への積極的な取組について、企業のブランド向

上や外部からのプラス評価につなげていくためには、企業が積極的に情報を

発信することが重要である。そのような情報発信を促進するための方策とし

ては、例えば、以下のようなことが考えられる。 

 

  ○健康経営・健康投資への自社の取組の公開等 

   ・企業のＣＳＲ報告書やアニュアルレポート等において、自らが行って

いる健康投資・健康経営活動の記載を促進する。 

 

３．その他の社会的な取組 

企業の健康投資・健康経営を促進することと併せて、国民一人ひとりの意識

喚起をそれぞれの年代の実情に即して行っていくことも重要である。このため、

自治体等とも連携し、子供や若者に対する健康教育についても、将来の社会像

を踏まえた啓発・普及を行っていくことが重要である。 

 

 

Ⅲ．今後のアクションプラン  

 

１．企業等における健康投資における評価指標の活用促進 

 本ＷＧの検討を踏まえ、企業や健康保険組合が上述した指標を活用して健康

投資・健康経営の状況を客観的に把握・評価し、推進する具体例を作っていく

ことが必要である。 

このため、具体的には、早期に企業や健康保険組合が上述した評価指標を活

用して積極的に健康投資に取り組む実証事業に対し支援を行う。さらに、その

実証事業により明らかとなる成果や課題を踏まえて、評価指標のレベルアップ

を図る。 

また、これらの評価指標が健康保険組合が今後策定・実施する「データヘル

ス計画」の取組に活用されるよう、具体的な検討を進める。 

 

 

ESCA0362
ハイライト表示

ESCA0362
ハイライト表示
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２．健康経営に関するインセンティブ等の構築 

健康経営に積極的な企業を市場がプラスに評価する枠組みとしての「健康経

営銘柄（仮）」の策定に向けて、上述した指標を踏まえた評価基準の具体化、企

業の取組のデータ収集を進める。 

併せて、ＣＳＲ報告書などによる、企業側からのより積極的な情報発信の枠

組みについて、産業界や市場関係者と検討を進める。 

 

３．健康投資の促進のための社会運動の推進 

企業や健康保険組合が実施する健康投資に関するベストプラクティスの収集、

及びそれを踏まえた健康経営に関するマニュアルの作成を早期に進める。これ

らの成果については、関係者が設置する各種フォーラムや、地域レベルで設立

される「ヘルスケア産業プラットフォーム」において、社会に幅広く周知する。 

ESCA0362
ハイライト表示

ESCA0362
ハイライト表示

ESCA0362
ハイライト表示

ESCA0362
ハイライト表示
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次世代ヘルスケア産業協議会 品質評価 WG 中間報告 

 

平成 26年 6月 5日 

 

 

Ⅰ．健康寿命延伸産業における品質評価の現状と課題  

 

１．サービス・製品の品質の見える化の意義 

 高齢化の進展と医療費の増大が進む我が国社会において、今後、健康寿命の

延伸と医療費の適正化を図っていくためには、健康寿命延伸産業を「公的保険

外サービス・製品」として有効に利活用し、社会全体でセルフメディケーショ

ン（自己管理による健康の維持・増進）を積極的に推進していく必要がある。 

その際、個人に対しては、自らの健康を管理するために必要な情報が提供さ

れること、企業や健康保険組合に対しては、組織としてその従業員・組合員や

家族などの健康を管理するために必要な情報が提供されることが重要となる。 

これに関し、医療については、関連の法規制や公的制度によりその品質が確

保されているのに対し、医療の外延を支えるべき多種多様な健康寿命延伸産業

については、その品質に関する情報の提供に関する検討が、これまでは十分に

は行われてこなかったものと考えられる。 

一般的に消費者が製品・サービスの購買において重視する要素としては、「信

頼」「安心」「安全」が挙げられていることも踏まえると（図表１）、今後、健康

寿命延伸産業の需要拡大と市場創造を目指す上では、特に、これらの要素を中

心にして「品質の見える化」を検討していくことが重要であると考える。 

 

図表１ 消費者が製品・サービスの購買において重視する要素（単位：％） 

 

出典：経済産業省 平成 22年 消費者購買動向調査 

別紙３ 
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２．サービス・製品の品質評価の現状 

 多様なサービス・製品が存在する健康寿命延伸産業の品質の評価、及びその

ためのスキームの構築にあたっては、サービス・製品の類型ごとに、評価対象

（サービス・製品、施設、事業者等）、評価基準（何を品質として捉えるか）を

検討する必要がある。 

例えば、我が国の既存の品質評価・認証制度では、製品を対象とする「特定

保健用食品」、「栄養機能食品」や、施設を対象とする「健康増進施設認定」「エ

ステティックサロン認証」などが存在する。また、海外の事例としては、英国

では事業者を対象とする「Information Standard」などが存在する。 

これらの評価・認証制度においては、それぞれの制度ごとに品質の考え方を

整理し、評価基準を定めている。例えば、「特定保健用食品」、「栄養機能食品」

では医学的エビデンスの担保を品質評価の対象とし、「健康増進施設認定」では

施設に加えてそこで提供されるプログラムを、また「エステティックサロン認

証」では施設とその組織運営プロセスを評価対象としている。また「Information 

Standard」では、法人の提供する情報の質とその結果を評価対象としている（図

表２）。 

これらの品質評価・認証制度はそれぞれに特徴や利点が存在するが、それら

が互いに連携しているとは言えない状況であり、また、その他の多くの分野で

は品質評価・認証制度は存在していない。このように、セルフメディケーショ

ンを推進するために重要となる品質の評価基準・方法が体系的に整理されてい

ない状況にあることから、今後、個人や企業が「健康寿命延伸産業」を効果的

に活用しようとした場合に、必ずしも、それぞれのニーズに即した的確な判断

が実施できず、市場も拡大しないことが懸念される。 

 

図表２ 既存の品質評価・認証制度の評価基準 

品質認証制度名 評価対象 品質評価基準 

特定保健用食品 商品 食品に対し、安全性等含めた効能に対する医学的エビデンス（の

担保）を「品質」として評価 

栄養機能食品 商品(栄

養成分) 

食品に含まれる栄養成分に対し、効能の医学的エビデンス（の担

保）を「品質」として評価 

運動型健康増進

施設認定 

施設 施設に対し、・設備・人材・医療連携・指導など施設において提

供されるプログラム含めた全体が基準を満たしていることを「品

質」として評価 

エステティック

サロン認証 

施設(店

舗) 

店舗に対し、法令等遵守、顧客対応、教育、安全・衛生管理、技

術等の組織運営プロセス全体が基準に適合していることを「品

質」として評価 

Information 

Standard(英国) 

法人 法人に対し、法人の発する個々の情報提供結果が保証されている

ことを「品質」として評価 
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Ⅱ．本 WG における検討内容の中間整理  

 

 本 WG では、Ⅰ.に示した問題意識の下、当面の課題として、健康寿命延伸分

野における需要の大きい特定のサービス・製品の品質評価基準を策定し、さら

にその品質評価のモデルスキームを構築することを検討した。 

 

１．品質評価の対象とすべき分野の特定 

 セルフメディケーションを推進するための公的保険外サービス・製品につい

ては、品質評価のニーズが高く、産業としての市場規模が大きい又は今後の成

長が期待され、かつ健康増進効果に関するエビデンスの蓄積が進んでいる分野

から、順次、品質評価のモデルスキームを構築していく必要があると考えられ

る。 

こうした観点から上記サービス・製品の市場を見ると、特に健康運動サービ

ス分野は、その中核となる「フィットネスクラブ」の市場規模は 4,120億円(2012

年、レジャー白書)と大きく、国民や健康保険組合等の健康づくりに対する関心

の高まりや自治体等から高齢者向けの介護予防ニーズに応じて、今後の成長が

期待される。また、健康増進効果のエビデンスも蓄積されている。このため、「健

康運動サービス」分野について、当面の品質評価基準の策定等の対象とするこ

ととした。 

なお、健康運動サービスに関連する既存の認証制度としては、人的資格（健

康運動指導士等）、施設認証（健康増進施設等）などの仕組みが存在するが、「サ

ービスの品質」を評価する仕組みは存在していない。よって、本 WGでは、今後

の成長が望まれる健康運動サービスの評価のための基準（考え方のフレームワ

ーク）を整理し、さらに、認証に関するモデルスキームを検討することとした。  

また、健康運動サービスには様々な種類のものが存在すると考えられること

から、実際の認証については、複数の機関が、各々の特性を活かして様々なサ

ービスの認証を進めていくことが可能となることを目指すこととした。 

 

２．健康運動サービスにおける品質評価の基準 

 健康運動サービスについては、特に、健康状態の改善がアウトカムとして求

められる反面、その評価は健康状態に関するエビデンス収集やその解釈との関

係も含めて容易ではない。従って、必ずしもあらゆるケース（サービス）にお
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いて消費者の健康状態の改善に関する「アウトカム評価」を行うのではなく、

消費者の行動変容の促進に関する「アウトプット評価」を含めて、これらを「サ

ービスの利用・消費により得られる成果等」として捉えることが有用である。 

これに、サービスの提供体制の充足度等に関する「インプット評価」をあわ

せて、３つの評価軸によりその品質の評価を行うことが適当である（図表３）。

また、これらの３つの評価軸の全てについて評価を受けなくても一定の品質を

担保することは可能であると考えられることから、どの評価軸を用いた評価を

行うかについては、個々の認証機関の選択に委ねることが適切と考えられる。 

 

図表３ 品質評価基準とそのフレームワーク

 

 

以下に、品質評価のフレームワークと具体的な評価基準の例を示す。なお、

それぞれの評価基準については、個々の認証機関が、認証対象とするサービス

の内容に応じ、自らの判断でこれらの評価基準を採択・策定することが適切と

考えられる。 

 

(1)サービスの提供体制に関する評価（インプット評価）基準 

  サービスの提供体制に関する評価（インプット評価）は、サービス提供人

材の質、安全性、品質マネジメント等の観点で行う必要があり、具体的な基

準の例としては、以下のような事項が想定される。 

 

  ①適切な指導を出来る人材がいるか。 

   ・プログラム指導マニュアルを整備しているか。 

   ・指導者育成マニュアルを整備しているか。 
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   ・研修制度を整備しているか。 

   ・（必要に応じて）資格認定制度等を活用しているか。 

 

  ②提供されるサービスに対する安全面での配慮は出来ているか。 

   ・（必要に応じて）医療との連携プロセス手順書等を整備しているか。 

   ・安全管理マニュアル等を整備しているか。 

 

  ③事故や苦情への対応マニュアルが整備されているか。 

   ・危機対応マニュアルを整備しているか。 

   ・苦情対応マニュアルを整備しているか。 

 

  ④サービス品質の維持・改善に向けた取組を行っているか。 

   ・JIS Q 9001 等に基づいた品質マネジメントシステムのドキュメントを

整備、運用しているか。 

 

  ⑤個人情報保護など、コンプライアンス管理体制が整備されているか。 

   ・個人情報保護マニュアル等を整備しているか。 

 

  ⑥施設・設備は関連法令を遵守し、安全性を確保出来ているか。 

   ・建築、消防、衛生面の諸法規への遵守を示すドキュメントを整備して

いるか。 

   ・業界指針等への遵守を示すドキュメントを整備しているか。 

 

(2)消費者の行動変容の促進に関する評価（アウトプット評価）基準 

  消費者の行動変容の促進に関する評価（アウトプット評価）は、継続率向

上、満足度向上等の観点で行う必要があり、具体的な基準の例としては、以

下のような事項が想定される。 

 

  ①サービスは継続的に利用されているか。 

   ・サービスの継続利用率は向上しているか。 

 

 ②顧客は満足感を得ているか。 

   ・顧客満足率は向上しているか。 

 

(3)消費者の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）基準 

  消費者の健康状態の改善に関する評価（アウトカム評価）は身体データ等
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に基づいて行う必要があり、具体的な基準の例としては、以下のような事項

が想定される。なお、消費者へのアウトカムの訴求の方法について検討を深

めていくことも必要と考える。 

 

 ①生活習慣病関連の検査数値の改善機能を有しているか。 

   ・提供するサービスが、生活習慣病関連の検査数値を改善させることに

ついて、エビデンスに基づいて合理的に証明できるか。 

 

 ②身体活動量等の改善機能を有しているか。 

   ・提供するサービスが、身体活動量等を改善させることについて、エビ

デンスに基づいて合理的に証明できるか。 

 

 ③身体機能の改善機能を有しているか。 

   ・提供するサービスが、身体機能を改善させることについて、エビデン

スに基づいて合理的に証明できるか。 

 

３．健康運動サービスにおける品質評価のスキーム 

 健康寿命延伸産業が、消費者からの信頼を得た公的保険外サービス・製品と

してセルフメディケーションに積極的に活用されていくためには、それらに応

じた適切な評価基準を策定するだけでなく、能力と社会的信用（公平性、公正

性）を有する適切な機関が、これらの基準を用いて迅速かつ的確な認証を行う

ことが重要である。また、これらの認証機関が、多様なサービス・製品を産業

として発展させていくための基盤として機能するという視点も重要である。 

 

(1)品質評価の仕組み 

  品質評価の仕組みについては、大別して、国による認証、民間機関等によ

る第三者認証、サービス提供者による自己認証が考えられる。 

  健康寿命延伸産業は多種多様であり、また、その提供方法も含めて内容の

変化が早いと考えられることから、国の認証として固定的に評価を行うより

は、民間機関の機能や専門的知見を活用して柔軟に評価を行っていくことが

より効率的・効果的であると考えられる。 

このうち、サービス提供者による自己認証については、比較的簡便に品質評

価を行うことが可能である反面、認証を行った後のサービス・製品の利用によ

って得られる成果等について外部からのフォローアップが困難となる。特に、

健康運動サービスに関しては、上記のアウトプット評価に示したように、利用
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者が継続的に利用するなど、自らの行動を変容させることができるかどうかが

品質評価の重要なポイントであることからも、フォローアップも含めた認証を

行うことが重要である。このため、健康寿命延伸産業の品質評価（特に健康運

動サービス）については、第三者認証の仕組みで行うことが望ましいと考える

（図表４）。 

 

図表４ 民間主体による品質評価の仕組み 

 

 

(2)品質評価・認証機関の信頼性向上等 

  第三者認証制度の中心となる認証機関については、一定レベル以上の能力

と社会的信用（公平性、公正性）を有することが望まれる。しかしながら、

健康寿命延伸産業の品質については、健康状態に関するエビデンスの裏付け

が重要であると指摘されているが、我が国においては、そうしたエビデンス

の確認等を含め、そのための十分な能力を有する認証機関が存在していると

は言えない。このため、今後、多種多様な認証機関が第三者認証制度の下で

適切な品質評価を行うためには、それぞれの認証機関が関係する学会や業界

団体等の専門家・専門機関と連携し、評価基準の策定やそれに基づく認証を

適切に行っていく体制を整備していくことが望まれる。 

また、第三者認証制度の一環として、サービス・製品の利用によって得られ

る成果のフォローアップ等を行うためには、認証機関には経営基盤の安定性も

求められる。 

 

４．他分野への品質評価の拡大 

生活習慣改善には、健康運動のみならず、食生活や睡眠などの生活全体の見

直しも必要である。そのため、健康運動サービス以外の他分野での取り組み、
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例えば、栄養指導等も含め健康的な生活を支援するような生活指導サービス等

について、品質の見える化が図られることが期待される。 

また、将来的に、複数の認証機関による様々なサービス・製品の認証が行わ

れる場合には、それぞれの認証機関間の調整を行う体制づくりも必要と考える。 

 

 

Ⅲ．今後のアクションプラン  

 

１．健康運動サービスに関する品質評価モデルスキームの構築 

本 WGの検討を踏まえ、第三者認証の主体となりうる民間機関において、健康

運動サービスの品質評価モデルスキームの具体化が進められることが必要であ

る。その際、認証主体をサポートする関連の学会や業界団体等との連携を図る

ことが必要である。 

このため、具体的には、早期に健康運動サービスに関し、民間機関による認

証スキーム構築に関する実証事業を実施する。さらに、その実証事業により明

らかとなる認証の成果や課題を踏まえて、品質評価基準や認証スキームのレベ

ルアップを図る。 

 

２．認証を受けた健康運動サービスの利活用の促進 

認証を受けたサービスの利活用を促進するため、需要者となることが想定さ

れる自治体や保険者、企業等のニーズを収集し、厚生労働省とも連携して、ア

ウトプット・アウトカム評価基準に反映させる。 

具体的には、年代別（４０歳未満、４０歳～６４歳、６５歳以上）や目的・

リスク別（ハイリスク者に対する介入的なアプローチ、より一般的な予防・健

康増進のためのアプローチ等）、あるいはそれらを組み合わせ得た対象別に評価

基準を追加・改訂することが想定される。 

 

３．その他の分野における品質評価モデルスキームの検討 

健康運動サービス以外の健康寿命延伸サービス・製品類型についても、各サ

ービス・製品の性質や市場規模、品質の見える化への需要等に応じて品質評価

の導入に関する必要性の有無、必要な分野における品質評価基準の策定やモデ

ルスキームの構築に関する検討を行う。 



 
 

~ 38 ~ 
 

別紙４ 

次世代ヘルスケア産業協議会 委員名簿 

 

安道 光二   日清医療食品株式会社 代表取締役会長兼社長 

大原 昌樹   四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 

北川 薫    新ヘルスケア産業フォーラム代表 

斎藤 勝利   日本経済団体連合会 副会長 

斎藤 敏一   株式会社ルネサンス 代表取締役会長 

堺 常雄    日本病院会 会長 

下田 智久   日本健康・栄養食品協会 理事長 

白川 修二   健康保険組合連合会 副会長兼専務理事 

末松 誠    慶應義塾大学 医学部長 

関口 洋一   健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立循環器病研究センター研究所 副所長 

武久 洋三   日本慢性期医療協会 会長 

田中 富美明  株式会社コナミスポーツ＆ライフ 取締役会長 

谷田 千里   株式会社タニタ 代表取締役社長 

辻 一郎    東北大学大学院 医学系研究科 教授 

津下 一代   あいち健康の森健康科学総合センター センター長 

德田 禎久   北海道ヘルスケアサービス創造研究会 座長 

永井 良三   自治医科大学 学長 

中尾 浩治   テルモ株式会社 代表取締役会長 

松永 守央   九州ヘルスケア産業推進協議会 会長 

宮田 喜一郎  オムロンヘルスケア株式会社 会長 

森 晃爾    産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 
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事業環境ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

新井 広明   日清医療食品株式会社 営業本部 在宅配食サービス部長 

有江 勝利   九州ヘルスケア産業推進協議会 ヘルスケアサービス部会  

部会長 

大原 昌樹    四国の医療介護周辺産業を考える会 会長 

北川 薫     新ヘルスケア産業フォーラム 代表  

堺 常雄     日本病院会 会長  

白木 康司    みずほ銀行株式会社 産業調査部ライフケアチーム次長  

武久 洋三    日本慢性期医療協会 会長 

徳田 禎久    北海道ヘルスケアサービス創造研究会 座長 

森谷 路子    株式会社コナミスポーツ＆ライフ 新規プロジェクト推進

室 プロデューサー  

   

＜専門委員＞  

井崎 茂     愛鉄連健康保険組合 常務理事 

国沢 勉     株式会社地域経済活性化支援機構 地域活性化オフィス 

ディレクター 

斎藤 健一    健康ライフコンパス株式会社 代表取締役社長  

藤田 昭       株式会社日立製作所 ヘルスケア本部 ヘルスケアサービス 

部 部長 
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健康投資ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

栗原 美津枝  株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 6 部長 

佐藤 かがり  健康保険組合連合会 保健部 保健師業務グループ  

グループマネージャー  

鈴木 清晃   株式会社ローソン ＣＥＯ補佐  

高崎 尚樹   株式会社ルネサンス 取締役常務執行役員 ヘルスケア事業

本部長  

辻 一郎     東北大学大学院医学系研究科 教授  

津下 一代    あいち健康の森健康科学総合センター センター長  

友重 淳二    第一生命保険株式会社 人事部 部長  

丹羽 隆史    株式会社タニタ 経営会社長付事業戦略部長  

古井 祐司    東京大学政策ビジョン研究センター 助教  

森 晃爾     産業医科大学 産業生態科学研究所 教授  

山本 雄士    株式会社ミナケア 社長  

  

＜専門委員＞  

浅野 健一郎  株式会社フジクラ 健康経営推進室 副室長 

石井 淳     株式会社博報堂 テーマプロジェクト推進局 局長代理 

中島 順        株式会社電通 ソーシャル・ソリューション局 局次長 

原垣内 清治   呉市 保険年金課 課長 

松尾 琢己      日本取引所グループ 総合企画部 調査グループ長 

米澤 麻子    株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 ライフ・バリュー・クリ

エイション本部 シニアマネージャー 
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品質評価ＷＧ 委員名簿 

 

＜委員＞  

青山 充   公益財団法人日本健康・栄養食品協会 事務局長 

鹿妻 洋之  オムロンヘルスケア株式会社 学術技術部 学術渉外 

担当部長  

加藤 芳幸   一般財団法人日本規格協会 標準化基盤部 参与 

木村 穣    関西医科大学医学部 健康科学科 教授 

末松 誠    慶應義塾大学医学部 学部長  

関口 洋一   健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター長 

宮地 元彦   国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長 

三澤 裕    テルモ株式会社 秘書室 産業政策 部長 

矢尾 雅義   凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション事業本部 

新市場開発プロジェクト部長  

湯元 昇    産業技術総合研究所 理事  

  

＜専門委員＞  

    福士 政広     認定特定非営利活動法人日本エステティック機構 理事長  

   望月 弘樹    株式会社日本総合研究所 総合研究部門 主任研究員  

   森谷 路子    株式会社コナミスポーツ＆ライフ 新規プロジェクト推進室  

プロデューサー 




