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従業員の健康状態の維持増進に向けての取組の定量化の必要性について 

 国民の健康寿命延伸、医療費適正化のためには、企業や健康保険組合を中核
とした健康増進や疾病予防に関する取り組みを進めることが重要かつ効果的。 

 企業が従業員やその家族（以下、従業員等）の健康増進や疾病予防に取り組
む際、その方法についての情報（成功事例、投資対効果等）が不足しており、ま
た、それが必ずしも経営上の重要課題と認識されていない。 
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現状 

 健康投資が企業の収益等に貢献することに関する認識を広く共有するため、従
業員の健康状態の維持増進に向けた取組成果の定量化を図る。 

問題意識 

 企業が従業員等の健康管理や疾病予防に取り組むことは、生産性の向上や医
療費負担の軽減等によって企業の収益等に貢献することとなる「投資」である、と
いう認識を社会全体として共有し、健康投資拡大に向けた具体的な取組を進め
ることが重要。 

課題 



健康投資に関する評価指標例① 

取組概要 効果 

タニタ 全従業員を対象に、健康チェック、歩数イベ
ント、健康指導プログラム等の取組を実施。 

•業種平均と比較して１人当たり医療
費約18％の削減効果 
•費用約250万円に対する効果は約
540万円 

日立健康 
保険組合 

生活習慣改善・減量プログラム「はらすまダ
イエット」を活用。参加者に健診結果を考慮
した疾病知識や対処するためのスキルを提
供。 

•生活習慣病で一人当たり年間約7
千円、全疾病で年間約2万円の医療
費を抑制 
•メタボリックシンドローム該当者の
71.3％がメタボ解消 

実施主体 

デュポン 
（US） 

•2年間で減少した従業員の傷病日
数は11,726日。金額換算すると総額
159万6877ドルを節約 

ジョンソン＆
ジョンソン
（US） 

•従業員の欠勤が減少。金額換算す
ると社員一人当たり年156.5ドルを節
約 

運動プログラム、オンライン体重管理ツール
等の栄養管理、生活管理とコンピューターに
よる指導プログラム、慢性疾病対策等の包
括的取組（Live for Life プログラム）。 

減量、栄養、禁煙クラスからヨガ、ストレッチ、
心臓系健康クラスなど、休憩時間や通常の
勤務時間内にでも受けられる約70種類の健
康プログラムを用意。 

見附市 
(自治体) 

健康運動教室を開催し、個別プログラムに
沿った有酸素運動と筋トレを実施。 

•参加者と非参加者の医療費の差は
１人あたり103,917円 
•体力年齢が開始時66.4歳から2年
後に55.3歳に若返り 

医療費適正化 

状態の改善 

用いられている指標等 

医療費適正化 

医療費適正化 

状態の改善 

生産性の向上 

企業イメージ
の向上 

・医療費 

・メタボリック  
シンドローム率 

・医療費 

・医療費 

・体力年齢 

・傷病日数 

・離職率低下 

SAS（US） 
•フォーチューン誌「働きがいのある
企業ランキング」の2011年版ではア

メリカ企業のトップに選定。業界平均
離職率が25％のところ4％に低下 

従業員及び家族が利用可能レクリエーション
＆フィットネスセンターを設置、地域の健康ク
ラブとも契約し、従業員は割引価格で利用可
能。米本社に56人の医療スタッフが常駐する
専用医療センターも設置。 

生産性の向上 ・欠勤減少 
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健康投資に関する評価指標例② 
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フジクラ 

健康な社員から疾病リスクのある社員までを階層化し、
それぞれの階層に対し費用対効果を勘案した健康支援
を実施。 

 
 
 
 
 

•Γ-GTP(U/L) 97.6→64.6 
•体重(kg)  73.5→70.5 
•１日あたり平均飲酒量 
 (ﾄﾞﾘﾝｸ*/日)5.15→2.92 
 

•*1ドリンク＝純アルコール10g含む飲料 

大和証券 
グループ健保 

全員を対象とした生活習慣病予防事業、WEBでの情
報提供やウォーキングイベント等を実施。 
同時並行で、ハイリスク者向けに特定保健指導を実施。 

・非肥満・肥満リスク無か
ら肥満あり特定保健指導
対象者への移行率（悪化
率）が8％台から6％台に
低下 

呉市 
（自治体） 

糖尿病重症化予防として、人工透析の前段階にある
患者に対し、通院先の医療機関と連携しなら学習プログ
ラムを実施。 
レセプト分析による対象者の抽出後、参加意思を示し
た患者に対して、テキスト等の教材の配布や低たんぱ
く・減塩メニューの料理教室、看護師・保健師が面談と電
話による栄養指導や生活指導を実施。 

•HbA1c平均0.3ポイント 
•体重平均2.5％改善 
•3年間で192名が参加。
通常1割が人工透析に移

行するが、上記参加者か
らの移行者はゼロだった。 

取組概要 効果 実施主体 用いられている指標等 

出所：厚生労働省 
「データヘルス計画事例集」 

＜階層別尾アプローチ＞ 

状態の改善 

行動の改善 

・ Γ-GTP 
・体重 
 

・1日あたり平均
飲酒量 

状態の改善 ・肥満を有する
割合 

状態の改善 ・ HbA1c 
・体重 
・人工透析移行
者数 



 
 
 ・生活習慣病予防の

取組 
・従業員への情報提
供              
           等 
           4 

○従業員の健康状態の維持増進に向けた取組の成果の評価について、単なる結
果数値のみを評価（アウトカム評価）することは、例えば疾病保有者を排除するこ
とで目標数値を達成させるような、不適切な取組を助長する可能性がある。 

○このため、アウトカム評価のほか、企業経営層の取組に関する評価（プロセス評
価）、従業員の取組（参加）に関する評価（アウトプット評価）を行うことが重要で
ある。 

企業経営層が、全社的・継
続的に取組を実施してい
るか 
 
【経営者のリーダーシップ】  

 
 ・特定健診受診率 

・特定健診後の受療
率                     
           等 
                       

それらの取組が従業員の
意識・行動変容に繋がっ
ているか 
 
【従業員の行動変化】  

 
 ・医療費 

・メタボ改善率 
           等 

社会的に望ましい、従業
員の健康状態の維持・増
進が達成されているか 
 
【目指すべき成果】 

従業員の健康状態の維持増進に向けた取組成果を定量化するための指標について  

プロセス評価基準 アウトプット評価基準 アウトカム評価基準 



指標（案）１／２  
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  指    標 内     容 

1 特定健診受診率 ・従業員が特定健診を受診したか。 

2 特定健診後の受療率 ・特定健診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。 

  指    標 内     容 

1 生活習慣病予防の取組状況 ・生活習慣病の罹患リスクが高い従業員に対して、予防の取組を行っているか。 

2 従業員への情報提供 ・従業員の健康状態に合わせて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 長時間労働の適切な管理の取組状況 ・長時間労働の適切な管理に向けた取組を行っているか。 

アウトプット評価基準 

プロセス評価基準 

○経済産業省による過去の実証事業の実績、厚生労働省が公表しているデータヘ
ルス事例集等から、先進的な事例に共通し、的確な評価が期待される指標を整理
すると、以下のような指標の活用が考えられる。 

  指    標 内     容 

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が減少したか。 

アウトカム評価基準 

【経営者のリーダーシップ】 

【従業員の行動変化】 

【目指すべき成果】 
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  指    標 内     容 

1 健康づくりの取組への参加率 ・企業が行う従業員の健康状態の維持増進に向けた取組への参加者が増えているか。 

2 従業員の満足度 ・企業による取組に従業員が満足しているか。 

  指    標 内     容 

1 経営課題としての位置づけの有無 ・企業理念等に従業員の健康状態の維持増進に関する項目を位置づけているか。 

2 従業員の健康に関する部署の設置 ・企業内に従業員の健康状態の維持増進に関する部署を設置しているか。 

3 ＩＲへの取組状況 
・投資家情報に従業員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。 

4 医療保険者との連携 ・企業と医療保険者が連携をして、従業員の健康状態の維持増進に取組んでいるか。 

アウトプット評価基準 

プロセス評価基準 

○その他、市場からの評価や企業ブランドの向上に繋がるような評価
を行うため、以下の様な指標も考えられるのではないか。 

  指    標 内     容 

1 生産性 ・企業、従業員の生産性が向上しているか。 

2 組織の活性度 ・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。 

アウトカム評価基準 

【経営者のリーダーシップ】 

【従業員の行動変化】 

【目指すべき成果】 

指標（案）２／２  
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１．データヘルス計画との連携 

 ・医療保険者が取り組むデータヘルス計画における評価に活用。 

 

２．企業の健康経営の取組状況の情報発信 

 ・各金融商品取引所が上場企業に提出を求めている「コーポレート・ガ
バナンスに関する報告書」への記載等、健康経営への取組状況の情報
発信の指標としての活用。 

 

３．企業の健康経営の外部からの評価 

 ・市場から評価される銘柄を確立することで資金調達が有利になること
、企業ブランドの向上によって優秀な人材の確保が有利になることなど
、外部からの適切な評価を受けることで、企業の努力が報われる仕組
みへの活用。 

 

４．健康経営の普及のためのプラットフォーム 

 ・優良事例の共有や推奨による、自律的な参加者の増加を促すための
仕組みへの活用。 

指標の活用の具体的方策について（案）  
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