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 委託事業概要 ０.

０.１. 事業概要 

 要旨 ０.１.１.

企業の健康投資による様々な健康増進・疾病予防施策により得られる投資効果を個人の

行動から健康度そして活性度と企業活動の事業成績との関係性から、新しい経営的観点で

の効果指標の確立を目的とした。本年度の本事業では、中間的指標と従業員および組織の

活性度向上との相関を明らかにするとともに、求められる職域における健康投資環境につ

いて調査事業を行った。 

 背景・目的 ０.１.２.

国民医療費の抑制が急務であるとともに健康保険組合の財政悪化は多くの母体企業にと

っても喫緊の課題であるが、それ以上に従業員の体調不良による労働生産性の低下等で企

業がこうむる損失は極めて大きい課題である。さらに、生活習慣病は若年層からの好まし

くない生活習慣の積み重ねが発症や病状の進行に深く関与し、企業内においても若年層の

健康問題が顕在化しており、早期の健康増進や疾病予防への取り組みが重要となってきて

いる。 

こうした疾病費の抑制の動きの一方で、企業による従業員への健康に対する取り組みが

法令順守などのリスクヘッジや従業員個人の疾病発症リスク回避としてだけではなく、企

業業績を向上させることにつながるという「健康経営」の概念が徐々に浸透してきている。

しかし、職域における健康増進・疾病予防活動への資源の投入に対しては、事業性判断の

際の投資収益率のような企業経営者に訴求できる標準的な指標が存在しない。 

翻って健康機器製造者や健康増進サービスといった供給サイドにおいても、こと職域に

おける健康増進領域では健全な市場環境が整備されているとは言い難い。なかでもヘルス

ケアデータの取り扱いは特定システムベンダーやバイタル測定機器メーカに大きく依存し

ており、企業にとってはこれらのバイタル測定への投資リスクとなっている。こうした職

域における健康投資意欲を減退させている現在の課題を図表 0-1に示す。 

図表 0-1 職域における健康投資に関する課題 
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今回の調査事業では図表 0-1 に示すように「健康投資指標の策定」(①)および積極的な

投資を促す健康投資環境の調査」(②)という大きく二領域において調査を進めた。この二

領域のいずれかが解決されれば十分というわけではなく、両領域が解決されることによっ

て初めて健康投資が誘起される環境が整備される。 

この職域における健康投資という新たな市場が形成・確立されることにより図表 0-2 に

示すように、従前の健康増進サービス供給者のみならず規模の大小を問わずヘルスケア分

野の枠を越えた新しいプレイヤーの参入も期待される。 

図表 0-2 に示すように職域における健康投資市場の創出は、企業経営者への健康投資の

喚起、およびサービス供給者の市場参入ならびに既存供給者の事業活性化のほか、従業員

の QOL や活性度の向上へも必ずや好影響を与えるものと思われる。本事業では、従業員

が心身ともに健康になることで生産性やクリエイティビティを高め、その結果、企業業績

を向上させ、産業全体の活性化に寄与するための健康投資領域における基盤整備を行った。 

 

図表 0-2 事業概要図 

 

 

 実施内容・体制 ０.１.３.

職域における健康投資市場の創出・確立へ向けて健康投資指標の策定などに対しては図

表 0-3 に示すようなロードマップを想定した。平成 26 年度の本事業において策定した健

康投資指標は以降の実現場における介入などの必要期間を経て企業の事業収益との関係性

について検証していく流れである。 
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図表 0-3 職域における健康投資市場確立までのロードマップ 

 

 

本事業では図表 0-3に示すように市場確立に向けた第 1フェーズとして、従業員の健康

に対する投資収益率につながる指標の策定、および健康投資環境の整備を行い、経営者の

健康投資に対する環境を整備調査し、健康投資指標、オープン型ヘルスケアデータ統合プ

ラットフォーム、小規模事業所における健康投資環境の三つの基盤を構築した。 

なお、本事業は図表 0-4に記した形で組成した職域健康投資コンソーシアムおよび協力

団体により推進した。 

 

・基盤 1：健康投資指標 

従業員への健康投資に対する投資収益率を経営者が判断し、健康投資を促進する

ために活用する。 

・基盤 2：オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォーム 

ヘルスケアデータにポータビリティ性をもたせ、経営者の健康投資リスクを低減

させるために活用する。 

・基盤 3：小規模事業所における健康投資環境 

全職域にわたる健康増進施策の実施を促すことで不公平感を低減させ、健康投資

に対する障害の排除に活用する。 

図表 0-4 職域健康投資コンソーシアム体制 
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０.２. 事業の成果 

 健康投資指標の策定 ０.２.１.

健康投資指標の策定に先立ち組織の活性度に関する指標の調査を網羅的に行い、

本事業において使用を想定していた新職業性ストレス簡易調査票は仕事の資源と

従業員の仕事へのポジティブな心理的活性度を測定するうえで有効であることを

確認した。また、疾病等による生産性低下のネガティブ量を計測するツールではあ

るが、欧米を中心に広く活用歴のあるプレゼンティーズム測定も併用して本事業に

おいて組織の活性度を把握することとした。 

本事業においては当コンソーシアム代表団体の従業員を対象とし、新職業性スト

レス簡易調査とプレゼンティーズム測定による活性度、および歩数計を中心とした

日々の行動やバイタル測定を含むヘルスケアデータの収集を行った。また、0.2.2

節および 0.2.3節にて報告するオープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォーム

の調査および小規模事業所の健康投資環境の調査によって整備された両基盤から

の収集データも含めて対象者一人ひとりごとに一元的に突合したものを以降の分

析データとした。 

有識者へのヒアリング結果や代表団体における企業内健康増進活動からの知見

を統合し、個人の過去を含めた心身の健康状態と行動の組織集合が企業の事業成績

に与えるまでのつながりを図表 0-5の形で仮定した。 

 

図表 0-5 変遷ステージ間の連関仮説 

 

 

ステージに所属するデータセットごとに個人および組織の活性度との相関分析を行

い、職域における今後の実践しやすさあるいは理解のしやすさを優先して、有意水準



7 

 

5%で相関係数の絶対値が 0.4以上ものに限り、指数を個人領域および組織領域におい

て抽出した相関分析結果を総括し、活性度を直接表現する指数および行動ベースの計

測可能な値で活性度と相関がみられる指数を健康投資指標として選定した。結果を図

表 0-7に示す。選定した健康投資指標を中心に個人の行動から組織の活性度が影響を

受けるまでの一連の流れをイメージしたものを図表 0-6に示す。 

 

図表 0-6 選定した健康投資指標 

指数名 ツール 単位 

ワーク・エンゲイジメント 
新職業性ストレス簡易調査 

個人 

職場の一体感 組織 

仕事のパフォーマンス総合評価 (生産性)  プレゼンティーズム測定 組織 

体組成測定回数 体組成計 個人 

日次平均歩数の増加 

歩数計 

個人 

歩数計携行日数 組織 

歩数閾値のクリア率 組織 

健康Webサイト閲覧数 Webサイト 組織 

 

 オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームの調査 ０.２.２.

 ヘルスケアデータのポータビリティ性調査のため図表 0-7に示すオープン型ヘルス

ケア統合プラットフォームを準備した。調査したポータビリティ性とは複数バイタル

測定器の接続検証、複数データ様式の接続検証、および複数システム間の接続検証を

指す。海外バイタル測定器メーカ二社を含む十社の血圧計、体組成計(体重計)、活動

量計(歩数計)、体温計、脈波計および血糖値計の六種類バイタル測定器の計測データ

が統合プラットフォームに登録され、さらにはそれら蓄積データが職域にて健康増進

活動に活用するための既存企業システムにデータ連携されることを確認した。 

 

図表 0-7 設定後調査した統合プラットフォームの接続イメージ 
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職域による統合プラットフォーム利活用の視点から明かになった課題のうち ITシ

ステム技術面以外の主要な項目を図表 0-8に示す。今後、利用者である企業も参加す

る形でこれら課題の解決策を議論していく必要がある。 

 

図表 0-8 職域の利用を想定した統合プラットフォームに関する課題 

所属組織(企業)と 

個人の紐付け 

バイタル測定器やWeb等見える化システムはそもそも個人

利用を想定して作られているため、測定器やデータを団体で

取扱うには個人 IDの持ち方をはじめ課題が多い。 

測定項目のある程

度の標準化 

バイタル測定器メーカごとに測定項目やデータの型、単位な

ど異なる場合が多いため、ある程度の標準的なデータ仕様を

決める必要がある。(例) 日次歩数と時次歩数 

 

 小規模事業所における健康投資環境の調査 ０.２.３.

国内拠点および海外拠点の各 1ヶ所ずつにおいてバイタル測定器群およびテレ

ビ面談用機材をネットワーク接続し、また対象者による試用やヒアリングなどによ

り小規模事業所に求められる健康投資環境を調査した。実施状況を図表 0-9に示す。 

産業保健スタッフの不在や狭スペースの観点から明らかになった課題のうち主

な項目を図表 0-10に示す。引き続き小規模事業所における健康投資環境の条件を

精緻化していき全職域を包括する企業の健康経営を推進していくことが望まれる。 

 

図表 0-9 設定後調査した国内拠点における健康投資環境 

    

 

図表 0-10 小規模事業所における健康投資環境に関する課題等 

対狭スペース 

一連のバイタル測定は 5分以内に完結させるためワンコンポー

ネント化したバイタル測定器群を配備する。厳格な測定精度や校

正管理が必要な医療機器の転用品である必要はない。 

保健相談 
モニターを介して産業保健スタッフと対面対話し、かつその場で

測ったバイタル測定値を画面にて共有する。 

職場の一体感 

の喚起 

イベントや保健師巡回など大規模事業所からの産業保健スタッ

フの来訪を定例化する。 

 



9 

 

 事業スタート時に目指した事業成果 ０.２.４.

企業による従業員への健康投資に関する健康投資指標の策定、オープン型ヘルスケアデ

ータ統合プラットフォームの調査、ならびに小規模事業所における健康投資環境の調査を

行い効果評価することを通して、企業経営者が従業員に対する健康増進・疾病予防活動へ

の資源投入を促進する基盤整備を行い、しいては職域における健康投資市場という新しい

市場創出のきっかけを提供する。図表 0-3で示したロードマップの第 1フェーズとして健

康度指数や組織の活性度との相関を明確にする。 

 

 実際に得られた成果 ０.２.５.

オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームおよび小規模事業所における健康投

資環境の両調査を経て、ヘルスケアデータと組織に関する活性度との相関分析を行い健康

投資指標の抽出を行い明確化した。ヘルスケア業界における多くの供給者と協議しながら

本事業を推進してきたこともあり、今後の職域における健康投資という新たな市場創出に

向けての第一歩を踏み出すことが出来た。 
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０.３. 構築基盤の検証結果 

 健康投資指標の策定 ０.３.１.

（１） 検証結果 

健康度指数と組織の活性度とのデータ相関分析で得られた相関係数等の結果を個人

の行動から組織の活性度まで包括的に明確化した。さらに、個人領域および組織領域

において抽出した相関分析結果を総括して、図表 0-11に示す健康投資指標を選定した。 

また、医療費およびプレゼンティーズムで得られる指数より企業の健康投資に対す

る経済価値換算の導出方法を検討した。参考的に現在考え得る人件費を用いた数値に

よって現時点での活性度低下に起因する損失額規模をもとめ、海外の先行研究事例と

の比較を行った。 

 

図表 0-11 健康投資指標の策定結果 

指数名 値の単位 

ワーク・エンゲイジメント 個人 

職場の一体感 組織 

仕事のパフォーマンス総合評価  (生産性)  組織 

体組成測定回数 個人 

日次平均歩数の増加 個人 

歩数計携行日数 組織 

歩数閾値のクリア率 組織 

健康Webサイト閲覧数 組織 

 

（２） 課題 

これまで経済価値換算を参考導出した医療費にしてもプレゼンティーズムによる生産性

損失にしても、いずれもゼロを基準としてどれだけマイナスかということを測る指標であ

る。端的に言えばいわゆる無駄どりと同じで、どれだけ資金投入をしても回収できる上限

は固定されており、順調に「無駄どり」が進捗すれば投資効果額は早晩頭打ちとなる。も

はや投資対効果の概念ではなく費用対効果の感覚になり、従業員の健康増進に関する新た

な支出も期待できなくなり、成果を出せば出すほど予算削減の対象候補となることは自明

である。 

しかし、健康経営の理念にもあるように「従業員の健康を守り増進することは経営戦略

の一つ」であり、「それにより企業価値の向上と発展、働く人との生活の質の向上を目指」

している。ゆえに、ネガティブ量を測るのではなく青天井のポジティブ量を計測し得る指

標を配備することが望ましい。 

そこで本事業においても使用した新職業性ストレス簡易調査票によって計測されるワー

ク・エンゲイジメントや仕事の一体感などポジティブ面を表す尺度と企業業績等の経営成

績との関係性を導き出し、将来的に活用してきたいと考えている。代表団体が把握してい

るところでは、例えばワーク・エンゲイジメントを直接経済価値換算する方法は周知とな

っておらず、今後の開発が期待される。また、現在も様々な検討が行われている個人の健
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康状況に関する研究の他に、職域単位での「健康」状況に関する研究が拡がることに期待

するとともに 、引き続きアブセンティーズムを含めたネガティブ量を計測する指標とワー

ク・エンゲイジメント等のポジティブ量を計測する指標を併活用し、様々な介入やインセ

ンティブ の効果検証等を経て健康投資指標の安定と確立を進めいていくことも必要であ

る。 

 

 オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームの調査 ０.３.２.

（１） 検証結果 

ヘルスケアデータのポータビリティ性調査のため図表 0-12に示すオープン型ヘルスケ

ア統合プラットフォームを準備した。調査したポータビリティ性とは複数バイタル測定器

の接続検証、複数データ様式の接続検証、および複数システム間の接続検証を指す。海外

バイタル測定器メーカ二社を含む十社の血圧計、体組成計(体重計)、活動量計(歩数計)、

体温計、脈波計および血糖値計の六種類のバイタル測定器の計測データが統合プラットフ

ォームに一元登録され、さらにはそれら蓄積データが職域にて健康増進活動に活用するた

めの既存企業システムまでデータ連携されることを確認した。 

 

図表 0-12 設定後調査した統合プラットフォームの接続イメージ 

 

 複数バイタル測定器の接続検証 １）

バイタル測定器メーカや機種に依存しないヘルスケアデータ読み取り環境を調査す

ることにより、従業員個人が自身の選択により自由にバイタル測定器を選択あるいは

変更してもヘルスケアデータが継承されうることを確認した。 

 複数ヘルスケアデータ様式の接続検証 ２）

ヘルスケア機器メーカの専用のデータ様式について検証システムへの接続確認を調

査することにより、特定のバイタル測定器メーカに依存しないヘルスケアデータ測定

環境を検証システムにより実現できることを確認した。 
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 複数システム間の接続検証 ３）

ヘルスケアデータを委託管理する特定一社のシステムベンダーに依存しない職域に

おけるヘルスケアデータ測定環境を標準的なインタフェースを用いて実現することに

より、企業が時どきの選択によりシステムベンダーを変更できる可能性を確認した。 

 統合プラットフォーム全体での接続検証 ４）

本統合プラットフォームを利用することにより、受信システム側は、統合プラット

フォームとのインタフェースに対応するだけで、複数バイタル測定器メーカのデータ

を利用できるようになることを確認した。 

 

（２） 課題 

１） 用途による対象データの連携タイミングの要求の違いによる課題 

データ継承は、一括処理であることから HRN－インタフェースの方が向いていること

がわかった。このことから、転職者ヘルスケアデータについての複数の健康保険組合間で

のデータ継承、および退職者ヘルスケアデータについての健康保険組合－全国健康保険協

会  (「国民健康保険」) 間でのデータ継承の実現については、WAN－インタフェースと

HRN－インタフェースのどちらを選択するか検討する必要がある。 

２） 更新データの扱いについての課題 

同一ユーザの歩数計のデータの最新データの管理を受信側で行う必要があり、検討が必

要である。 

３） データの処理単位の違いによる課題 

歩数計あるいは活動量計の測定データについて、メーカ間や機器間で項目の取り扱いが

異なっている例が見られた。時間毎のデータを保持している場合と、1 日分のデータとし

て保持している場合があった。 

４） 標準化における項目の扱いについての課題 

項目の標準化が必要になる場合は、目的に合った項目に絞って実施すべきと考える。 

５） システム間の連携方式における課題 

データの取得方法によっては、団体単位で取得できるインタフェースでなければ、デー

タ連携の頻度や対象人数によっては、データ連携が困難になることも考えられる。 

 

 小規模事業所における健康投資環境の調査 ０.３.３.

（１） 検証結果 

国内拠点および海外拠点の各 1ヶ所ずつにおいてバイタル測定器群およびテレビ面談

用機材をネットワーク接続し、また対象者による試用やヒアリングなどを経て小規模事

業所に求められる健康投資環境を調査した。 

国内拠点において健康投資環境を整備を実施した前後各 3ヶ月間における対象者の行

動にまつわる健康投資指標を含めた指数の変化量を確認した結果、歩数計携行日数、日

次平均歩数、血圧測定回数、体組成測定回数の四指数がいずれも増加した対象者が大勢
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を占めた。すなわち、健康投資環境の整備やイベントの実施により小規模事業所に属す

る対象者の健康増進活動が促進されたということが確認された。 

（２） 課題 

 健康指導体制の課題 １）

従業員の健康管理の基本は健康診断の実施と指導、継続的な健康活動であるが、事業

所の規模が小さくなるにつれて実施率が下がる傾向があるといわれている。これらのこと

から本社等の大規模事業所に比べて、保健指導面では従業員は職制から離れて総務担当部

署のサポートを受けての個人個人による自己管理が基本になっている。このため、関心が

高い人と関心が全くない人とに二極化する可能性がある。 

 モチベーションの向上 ２）

歩数イベントやキャンペーンプログラムを定期的に催すことによって、事業所、特に

小規模事業所での健康維持・増進意識の共有化が向上する。 

 テレビ面談等大規模事業所保健スタッフによる遠隔保健指導 ３）

 コンパクトなワンストップで短時間のバイタル測定器群の開発 ４）

 バイタル測定ネットワーク環境 ５）

職域において私物のスマートフォンやパソコンを社内ネットワークに接続し産業保健

スタッフと面談等する場合、社内ネットワークのセキュリティ整合が課題になってくる。  



14 

 

０.４. 今後の事業展開 

（１） 事業所規模の大小や所在地域に関わらない職域健康支援コンサルティングを

行っていく。 

（２） 本調査で得られたオープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームおよび

従業員への健康支援活動の運用知見を活用し、実施基盤提供者あるいはコンサ

ルティング提供者が職域における健康支援活動を行う企業や健康保険組合に対

して事業を推進していく。 

（３） オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォーム実現後の新たな可能性と

課題、その解決に向けた方向性の考察を進める。 

 

 新たな可能性 １）

 今回の実証事業では、企業や保険者等の職域における利用を想定した活動量計や体

組成計等の個人の携帯、もしくは家庭や職場に設置する測定器のデータについてのオ

ープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームの実現の可能性検証であった。本事

業で実証されたオープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームを構築すると、単

に企業や保険者による従業員や加入者への保健事業の提供のみでなく、広く国民の健

康寿命延伸に資する自治体サービスや健康寿命延伸産業領域における新たな市場創

出につながる可能性が極めて高い。つまり、これらのデータや他の健康関連データ等

を使用することによる新しいサービス事業の創造や既存サービスの付加価値向上、サ

ービス効率向上によるコストパフォーマンスの高い事業の創出につながることが容

易に想定される。 

ここで健康寿命延伸事業提供者の例として、図表 0-13、図表 0-14に示したフィッ

トネス事業者、介護サービス事業者、見守りサービス事業者等が挙げられるが、今後

はこれらの事業者分類にカテゴライズされない新たな枠組みでのサービスを生み出

すプラットフォームにもなると考えられる。 

  実現の課題 ２）

 このように、健康関連データのオープンかつ統合的なデータプラットフォームは、

これまでの個人の健康関連データを一元的に取り扱う PHR構想として多く検討され

てきたが、残念ながら未だ実現に至っていない。 

医療系データに特徴的に見られるデータの機微性やデータの所有権の課題に加え、

質や量の異なる多くのデータを多元的に取り扱う難しさと、データの二次利用と個人
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情報の取り扱い等、多くの技術・運用面の課題に加え、誰がこのプラットフォーム構

築や維持の費用負担をするのかという経済的な側面の課題が存在している。 

 解決に向けた方向性 ３）

 今回の実証事業を通して得られたオープンなデータプラットフォームの構築の知

見から以下の課題解決の方向性が考えられる。 

 まず、データの機微性に関しては、個人がデータ提供や開示を個別に設定できる仕

組みを入れる。また、データの所有権の課題に関しては、まずデータの所有権が明確

なデータのみをプラットフォームで管理可能とすることと、そのデータの所有者(複

数の所有者がいる場合は、すべての所有権者の合意による)の意思によるプラットフ

ォームへのデータ格納をルールとして整備する。質と量の異なるデータが混在するこ

とに対する解決策として、データの取得事業者のカテゴリ(今回の実証の範囲を一つ

のカテゴリと捉える規模感)毎で供給者の業界団体等で協議して決め、その業界毎の

事情に合わせたデータベースとなるようにする。データの二次利用や個人情報の提供

に関しても所有者が利用許諾やデータ更新等の許諾の権限を持つ。ただし、公共の利

や産業の活性化に資する研究等についての匿名でのデータ利用については、利用者の

ある一定の審査や基準等は必要であるがオープンに使用できるようにするのが望ま

しい。 

構築やプラットフォームの維持に関する経済的な課題に対する解決策としては、個

人の健康データという位置付けから公的機関の管理下に置き、県単位レベルで住民へ

のサービスとしてデータベースを構築・提供することが望ましい（図表 0-15）。 

自治体でデータを管理することにより、個人の各ライフステージで所属する団体や

居住地に依存せず、個人が PHRを利活用できるともに、この PHRのデータを参照・

利用するサービス事業者も利用の利便性が向上し、低コストで運用できると想定され

る。またデータベースの維持費用については、県の財源からの支出案のほか、これら

のデータを利用してサービスを提供する事業者から一定のデータ利用料を徴収し 

(実際のデータ利用料はそれを消費する個人の価格に転嫁)、徴収した利用料を原資と

して維持する等多様なモデルが考えられる。 

図表 0-13 オープン型ヘルスケアデータ統合プラットフォームの拡張
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図表 0-14 統合プラットフォームの医療・福祉地域連携イメージ

 

 

図表 0-15 統合プラットフォームの医療・福祉地域連携イメージ (県単位)
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 収支計画 ４）

 次年度以降の収支計画は以下の通りである。 

 

 

 



18 

 

 


