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１．これまでの取組の進捗 
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（１）健康経営・健康投資の促進 
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○ 「健康経営」の評価指標を策定するため、学識経験者、医療関係者、投資家、金融機関、健康保 

 険組合等による「基準検討委員会」を設置（平成26年8月に設置し、3回開催。） 

○本委員会では、健康経営を評価するためのフレームワーク（「5つの柱」）と、それぞれの項目毎の 

 指標（約100項目）をとりまとめ。 

＜委員会の概要＞ ＜委員会の開催状況＞ 

【検討体制】 
 

座長 ：森 晃爾    産業医科大学 産業生態科学研究所  
               教授 
委員 ：荒井 勝      社会的責任投資フォーラム会長 
       大井 孝光   日本政策投資銀行 環境・CSR部 課長 
     尾形 裕也     東京大学政策ビジョン研究センター 
               特任教授 
               小松原 祐介  健康保険組合連合会 保健部   保健事 
               業グループ グループマネージャー 
               渋澤 健           コモンズ投信 取締役会長 
               藤野 英人       レオスキャピタルワークス 取締役CIO 
               前田 善三     ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン    
               責任投資ヘッド  
 

【検討内容】 

評価モデルの考え方、調査票（「従業員の健康に関する取組み
についての調査」）の内容、分析、評価の在り方を検討。 

【検討のスケジュール】 
 

第１回基準検討委員会（平成26年8月26日） 
 ・事務局より調査概要説明 
 ・調査票案の提示 
 ・委員による討議 

 
第2回基準検討委員会 （平成26年9月29日） 
 ・調査票修正案の提示 
 ・委員による討議 

 
第3回基準検討委員会 （平成26年11月27日） 
 ・分析・評価案の提示 
 ・委員による討議 
 

 
 
 
 

①健康経営の取組を評価するための指標の策定 

報告 

平成26 年10月8日 ： 第4回健康投資ＷＧ 
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＜評価のための5つの柱と具体的な評価指標例＞ 

○「経営理念」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント
」の5つの柱で評価。このうち、特に「企業理念」「評価・改善」を重視。 

○具体的な評価では、「従業員の健康に関する取組」が経営基盤から現場施策まで様
々なレベルにおいて、連動・連携しているかを重視。 

１．経営理念 
• 「従業員の健康保持・増進」の位置づけ 
• 経営方針などで社全体の「従業員の健康保持・増進」についての明文化 
• 「従業員の健康保持・増進」について経営トップ自らによる従業員や社会への発信 

２．組織体制 
• 従業員の健康保持・増進の推進を統括する組織の形態 
• 専門人材（産業医、保健師、看護師など）の活用 
• 「従業員の健康保持・増進」の推進を統括する組織の一般社員に対する教育・研修 
• 「従業員の健康保持・増進」の推進に対する企業経営層の関与 

３．制度・施策実行 
• 「従業員の健康保持・増進」を行う上での、従業員の状態や取り組みに係る課題把握 
• 従業員に対してメンタルヘルスに関する各種チェックの実施状況 
• 従業員の健康保持・増進に関する教育・研修の実施状況 
• 労働時間の管理としてどのような制度や施策の実施状況 

４．評価・改善 
• 従業員の健康保持・増進を目的として導入した施策の効果検証の方法 
• 従業員の健康の保持・増進の取組に係る健康状態や医療費、生産性等の改善効果 
• 効果検証を踏まえた次年度の取組改善の実施状況 

５．法令遵守・リスクマネジメント 
• 労働関連法令における重大な違反に係る行政指導の有無 
• 健康診断結果やメンタルヘルスなどの健康情報に対するプライバシー保護策 

（参考）評価のフレームワークと評価指標の例 

①経営理念・方針 

②組織体制 

⑤法令遵守・リスクマネジメント 

③制度・施策実行 ④評価・改善 
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○評価指標を踏まえ、「基準検討委員会」で基準を具体化して調査表を作成。 

○昨年11月に上場企業3,561社に送付し、約14％の493社から回答。 

○現在、経済産業省及び東京証券取引所において選定中。本年3月25日に公表予定。 

②「健康経営銘柄」の設定 

   

   

  

「健康経営銘柄」 

「健康経営」に優れた企業 

東京証券取引所上場会社 
※外国会社及びTOKYO PRO Market上場会社を除く 

「従業員の健康に関する取り組みにつ
いての調査」に回答した企業 

＜「健康経営銘柄」発表会の概要＞ 

【開催日時】 
平成27年3月25日（水） 11:30～ 
 
【開催場所】 
泉ガーデンギャラリー 
（東京都港区六本木１－５－２） 
 
【開催内容】 
・健康経営銘柄に選定された企業の発表 
・投資家による基調講演 等 

※33業種毎に1社選定 
 （該当企業がない場合、その業種からは非選定） 6 



○健康投資・健康経営を推進するには、保険者と企業の協力が重要。 
○両者の連携を進めるべく、平成27年10月14日、企業経営層向けに「健康投資
ガイドブック」を公表。同日、厚生労働省も健康保険組合向けに「データヘルス
計画策定の手引き」を公表。 

 

企業の「健康投資」
ガイドブック 
（10月14日公表） 

 

＜経産省、厚労省の連携による取組促進＞ 

健康投資・健康経営の 
取組促進 

両省が連携した取り組みであることを周知 

データヘルス計画 
作成の手引き 
（10月14日公表） 

○経産省と厚労省が連携して、企業と保険
者の連携のための説明会を実施。 

 
・日本商工会議所 
  （平成27年1月14日実施済み） 
・日本経済団体連合会 
  （平成27年1月28日実施済み） 
・日本中小企業団体中央会 
  （平成27年2月24日実施済み） 

 
※その他、九州や中部など地域の経済団
体においても、説明を実施済み・またその
予定 

＜各経済団体での説明実績＞ 

③健康投資ガイドブックの策定・公表 

【経済産業省】 【厚生労働省】 
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（２）健康投資に係る情報開示の促進 
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＜委員会の開催状況＞ ＜委員会の概要＞ 

○「日本再興戦略」を受け、経済産業省に「企業による健康投資に係る情報開示に関する
検討会」を設置し、報告書を取りまとめ。 
○報告書では、情報開示の意義や在り方等について整理するとともに、今後の取組の方
向性として、情報開示の手引書の策定や企業経営層への健康経営の推進役の設置等
をとりまとめ。 

（２）健康投資に係る情報開示の促進 

【検討のスケジュール】 
 

第１回検討会（平成26年10月29日） 
 ・情報開示の現状と方向性について説明 
 ・委員による討議 

 
第2回検討会 （平成26年12月26日） 
 ・報告書骨子の提示 
 ・委員による討議 

 
第3回検討会 （平成27年2月16日） 
 ・報告書（案）の提示 
 ・委員による討議 
 

 
 
 
 

報告 

平成27年3月2日 ： 第5回健康投資ＷＧ 

【検討体制】 
座長 ：森 晃爾    産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 
委員 ：荒井 勝      社会的責任投資フォーラム 会長  
      大井 孝光   日本政策投資銀行 環境・CSR部 課長 
      尾形 裕也   東京大学政策ビジョン研究センター特任教授 
      梶原 真理子 東芝 人事・総務部 総務安全企画担当グル 
                                          ープ長 
      小松原 祐介  健康保険組合連合会 保健部 保健事業グ 
                ループ グループマネージャー 
      佐俣 桂子    日経リサーチ コンテンツ本部 メディア総合 
                                           調査部長 
     渋澤 健      コモンズ投信 取締役会長 
     藤野 英人      レオス・キャピタルワークス  取締役CIO 
     前田 善三        ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン責 
                任投資ヘッド 
     米澤 麻子    株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 ライフ・バ 
                 リュー・クリエイションコンサルティングユニッ 
               ト シニアマネー ジャー 
 

オブザーバー ： 株式会社東京証券取引所 9 



•従業員の生産性向上 

•投資家からの適正な評価の獲得 

•その他の効果（優秀な人材の獲得・定着） 

１．企業にとっての「健康経営」「健康投資」の意義 

•従業員のモチベーションの向上による、自社内の取組の促進
定着 

•顧客・地域社会からの評価の獲得 

•投資家からの適正な評価の獲得 

２．健康経営・健康投資に関する情報を開示する意義 

（参考）検討会報告書 概要（１／３） 
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•健康投資の全体像を積極的に情報開示している企業は少ないものの、
先進的な企業は各種報告書での開示に取り組み始めている。 

•投資家や市場関係者等は、今後の企業による積極的な健康投資とその
取組の開示に期待。 

 

•自社の健康投資の取組の全体像を経営課題として示すことが重要。 

•統合報告書においては、健康経営を「人的資本」への投資であることを明
確に位置づけ、組織体制の構築、具体的取組やその評価などを「非財務
情報」を、「財務情報」との関係性を示すことが有効 

•ＣＳＲ報告書においては、企業理念に基づいて、ストーリー性をもって具
体的な取組について開示を進めることが効果的 

•こうした情報の一覧性を高めていく手法としては「コーポレート・ガバナン
スに関する報告書」やＣＳＲ報告書等において、健康経営・健康投資に関
するガバナンスのあり方などを統一的なフォーマットで開示していくことも
有効である。 

３．企業の情報開示の現状と望まれる開示のあり方 

 

現 

状 

今
後
の
開
示
の
方
向
性 

（参考）検討会報告書 概要（２／３） 
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•本年3月に公表予定の「健康経営銘柄」の選定企業による積極的な情報開示を
期待するとともに、こうした取組を継続的に実施することも重要。 

•上場企業や大企業にとどまらない取組を進めていくことも重要であり、中小企
業団体や協会けんぽ等の医療保険者とも協力して、中小企業での健康経営の
浸透に向けた取組を加速化していく。 

○健康経営・健康投資の概念普及のための取組 

•企業内の健康投資の全体像を把握し、社内外に情報発信を行う経営層（例え
ば、最高健康責任者（ＣＨＯ：Chief Health Officer）など）の存在が重要。 

•今後、企業におけるＣＨＯの設置促進も含め、経営層から市場等に対して自社
の健康投資の取組が発信されることが期待される。 

○企業内の取組促進に向けた推進役の設置促進 

•ステイク・ホルダーからも取組内容が定性及び定量的に把握出来るような、「企
業による健康投資の情報開示に関するガイダンス」（仮称）」を来年度中に策定。 

○企業による健康経営・健康投資に係る情報開示の促進 

※上記のような取組を促進するため、「健康経営銘柄」の選定において審査基準の一要素として検討。 

（参考）検討会報告書 概要（３／３） 
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２．今後の検討課題 

13 
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（１）「健康投資」を進めるための基本方針（考え方） 

○健康・予防に関する公的保険外サービスの活用により、「国民の健康増進」「医療費の
適正化」「新産業の創出」の一石三鳥を目指す。 
○「供給側」と「需要側」の対策を一体的に行う。 

・企業による「健康経営」と、健保等の保険者による「保健事業」を両輪と
した政策展開が重要。具体的には、 

①企業や健保等の自主的・積極的な取り組みを促す（そのための「イン
センティブ」を設計する）。 

②個々の①の取組を「見える化」して関係者で共有するとともに、成果
を評価する（各主体で共有できる「ものさし」を設定し、企業・保険者・
自治体等の取組が一気通貫で行われるようにする）。 

 ③①の取組において民間サービスの活用を促し、新市場の育成を行う。 

＜「健康投資」の担い手とそれを支える産業との連携・協動＞ 



（２）本ＷＧにおける議論のフレームワーク 

①株式市場で評価さ
れる仕組みの構築 
⇒健康経営銘柄 

大
企
業 

（健
保
） 

中
小
企
業 

（協
会
け
ん
ぽ
） 

自
治
体 

（国
保
） 

②金融・労働市場で
評価される仕組み
の構築 

①インセンティブ 
の設計 

③自治体・住民の予
防活動の経済的イ
ンセンティブの付与 

 （ヘルスケアポイン
ト など） 

①「企業」による取組の見
える化 
・自主的な情報開示の促
進 

 
②「保険者」による取組の
見える化 
・医療費適正化等の成果
の見える化 

 
③「民間サービス」の品質
の見える化 

・企業・保険者に提供され
るサービス品質の第三者
認証 

 
○成果の共有 
・異なる企業や保険者間
で、保健事業を相互比
較・共有できる仕組みづく
り 

②見える化 ③民間サービスの育成 課題 

○経営層の巻き込
み不足 

○健康投資を全体
俯瞰する推進役
の不在 

○健康投資に係る
メリットが見えない 

○健康投資に係る
資金・人材の不足 

○健康課題がある
はずの無関心層の
取り込みに苦労 

①新たなサービス創出の
ため環境整備 
・必要な資金等の充実（政
策金融や政府系ファンド
の活用など） 
・事業展開（サービス提
供）を阻害するグレー
ゾーンの解消 

 
②民間サービス事業者の
新たなビジネスモデルの
実証支援（成果報酬型モ
デルなど） 

 
③利用側（企業・保険者）
と民間サービスのマッチ
ング 

検
討
の
方
向
性 

対象者：２，９５０万人 

対象者：３，４８８万人 

対象者：３，５２０万人 
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○日本政策投資銀行は、企業の健康経営の取
り組み度合いを評点化し、融資条件に反映さ
せる融資メニューを創設。 

○従業員の健康配慮への取組について、３段階
で格付けを行い、その結果に応じた金利で融
資を行う。 
○平成27年2月末時点で、 
 ３２社に対して評価を行 
 っており、評価結果に応 
 じた融資も実施。 

金融市場でのインセンティブ 

（日本政策投資銀行） 
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①インセンティブの設計 

○上場企業に関しては、資本市場における好評価（投資対象としての評価）がインセンティブと
なるような「健康経営銘柄」を設定。 

○さらに、非上場企業や中小企業も対象に含め、金融・労働市場で評価される仕組みを強化。 
（例えば、融資の際の利率優遇（政策金融など）や求人段階での差別化等） 

○加えて、公的保険内でのインセンティブの検討も重要。 

 （例えば、企業や保険者の取り組みが客観的に比較・評価されること等） 

労働市場でのインセンティブ 

（厚生労働省） 

○厚生労働省は、求職者が労働環境の良い
企業を容易に把握できるようになることを
期待し、労働安全衛生の高い企業を評価・
認定し、「安全衛生優良企業」として厚生労
働省のHP等により、広く企業名を公表する
制度を導入予定。 

 



（参考）健康経営の中小企業への普及 

○大企業（健保組合）においては、健康経営・データヘルス計画の推進、健康経営銘柄等の取組に
より、一定の進展が見られるが、中小企業においては、健康経営の概念が普及しているとは言い
難い。（中小企業においては、従業員一人一人が経営に与えるインパクトは多大であり、むしろ大
企業以上に従業員への健康投資が重要。） 

○健康という視点から福利厚生面を充実させ、優秀な人材を確保する等の労働市場に訴求した取
り組みが有効。 

○また、地域金融機関による地元企業の健康経営の取組を促進するようなインセンティブ措置を慫
慂していくことも重要。 

東京商工会議所 

○健康づくり・スポーツ振興
委員会の活動で健康経営
を推進 
○平成25年3月に、中小企業
の社長、人事総務担当向
けリーフレット「健康経営の
すすめ」を発行 
○平成25年10月には「企業
で働く人の健康増進を推進
するための提言」を取りまと
め、関係各省へ提出 

○平成26年4月より、企業による健康増進へ
の取組みを支援するため、その取り組みに
応じ金利優遇を行う融資制度(名称：「なが
いきエール」)の取り扱いを開始 

 
○法人向けに、運転資金・設備資金と して

2000万円以内を融資。また認定企業に勤 

務している個人に向けては、マイカーや教育
ロ ーンの優遇も用意されている。 

青森銀行 
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②見える化（主体毎の整理） 
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＜取組内容＞ 
 
・健康経営の推進 
・保険者との連携 

＜取組内容＞ 
 
・データヘルス計画の
実施 
・効果的・効率的な保
健事業の実施 

＜取組内容＞ 
 
・企業や保険者の取
組（保健事業等）を
サポートするサービ
スの提供 

（ア）企業 （イ）保険者 （ウ）民間事業者 

【政策の方向性】 
 

・健康経営に係る取組
の見える化 

⇒情報開示のための
ガイダンスの策定 

⇒企業による健康経
営の自己宣言と公表
の仕組み作り 

 ※中小企業は「一社一
健康宣言」の推進など 

連携 

【政策の方向性】 
 

・保健事業の成果の
見える化 

⇒データヘルス計画
の着実な実施による
成果の蓄積 

⇒保健事業の成果指
標の統一による保険
者間比較の促進 

【政策の方向性】 
 

・提供するサービスの
品質の見える化 

⇒第三者による品質
（サービスの安全性
や効果）の評価 

⇒利用側である企業・
保険者の目利き能力
向上 

質の 
保証 

活用 
評価 



②（ア）「企業」による取組の見える化 

○企業による健康経営に係る取組が資本・金融・労働市場から評価されるためにも、各企
業が自主的・積極的に情報開示を行っていくことが必要。 
○そのため、ステイク・ホルダーからも取組内容が定性及び定量的に把握出来るような、
「企業による健康投資の情報開示に関するガイダンス」（仮称）」を来年度中に策定。 

○加えて、企業が自らの取組を自主的・積極的に情報開示するための社会的な仕組み作
りが必要。その際、中小企業向けには、「一社一健康宣言」などの枠組みを準備すること
も重要ではないか。 
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○大分県が認定する「健康経営事業所」を目
指し、登録申請。 
○登録後は健康アドバイザーの派遣など、県
からの支援を受けながら健康経営を実践 
○協会けんぽの実施する「一社一健康宣言」
とも連携するとともに、認定基準を満たした
企業を県のＨＰに掲載。 

 

大分県・協会けんぽ 企業による自己宣言と公表の仕組みイメージ 

＜基本的なフローのイメージ＞ 
 

①国等が「健康経営に関する諸原則」（「ヘ
ルスケア・マネジメント・コード（仮称））をガ
イドラインとして策定 

 

②上記ガイドラインの趣旨に賛同し、取組が
合致する場合は、企業が自主的に申請 

 

③登録申請を受けた国等は、それを踏まえ
て、HP等に公開 

 
 



   ○課題、取組、費用、成果の相互比較 
   ○一覧性の確保 
   ○効果的な取組や成果の共有 

②(イ)「保険者」による取組の見える化 

20 

○保険者による保健事業により、被保険者の健康増進や医療費適正化等の効果がどの
程度あったのかを見える化し、評価していくことが重要。 
○厚労省の推進する「データヘルス計画」の実施を一層促進し、各健保の成果を蓄積する
とともに、健保のみならず、協会けんぽや国保まで普及していくことが必要。 

○その際、統一的な成果指標の策定など、異なる保険者間で保健事業内容とその効果を
相互比較・共有できる仕組みづくりを進めることが必要。 

 ・抱える課題 
 ・課題に対応した取組 
 ・取組に係る費用 
 ・取組の成果 

Ａ健保 

 ・抱える課題 
 ・課題に対応した取組 
 ・取組に係る費用 
 ・取組の成果 

Ｂ健保 

 ・抱える課題 
 ・課題に対応した取組 
 ・取組に係る費用 
 ・取組の成果 

Ｃ健保 

統一的なフォーマットによる蓄積 



②(ウ）「民間サービス事業者」による取組の見える化 

第三者 
⇒品質の評価 

民間 
サービス 
Ｃ 

民間 
サービス 
Ａ 

民間 
サービス 
Ａ 

民間 
サービス 
Ｃ 

企業・保険者 
⇒目利き能力の強化 

民間 
サービス 
Ｃ 

※サービス品質を評価で
きるような人材配置や育
成も重要。 

○「データヘルス計画」の実施により、様々なサービス会社が本分野へ参入。保険者等に
とって、効果のある保健事業を実施するためには、民間サービスの信頼性が重要。 
○同分野の健全な発展と企業・保険者等が安心して民間サービスを活用可能とするため、
例えば、レセプト・健診データの分析と保健事業の企画を担う事業者などのサービス品質
を、第三者が評価するような仕組みを構築することも重要ではないか。 

○加えて、利用側である企業や保険者の目利き能力の向上も必要（人材配置・育成等）。 

民間 
サービス 
Ｂ 

民間 
サービス 
Ｂ 

民間 
サービス 
Ｂ 
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品
質
の
見
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の
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③保健事業等の担い手（民間サービス）の育成 

○効率的な保健事業を実施するには、その担い手となる民間事業者の育成が重要。 
○今後、健保組合に加えて、様々な主体による健康予防・保健事業の拡大が想定される
中、事業者による新たなビジネスモデルの実証、事業拡大のためのファンド等を通じた
資金等の充実、マッチングの機会の提供など、活用促進を図ることが必要。 

○また、成果報酬型のビジネスモデルの確立や民間資金を保健事業に活用するための
新たなスキーム等も検討していくことが重要。 

○ＨＣＣは、200万人の健診データ
の活用により、従業員および住
民の予防・健康増進をサポート
するサービスを提供。 
○①健診結果を“読み込んで”健
康意識を高める、②個々にあっ
た自己目標を設定する、③モチ
ベーションを感じながら続ける、
ソリューションを用意。 

 

＜健康経営を支える民間サービス＞ 

データ分析事業者 
（ヘルスケアコミッティー） 

○ミナケアは、医学知識とレセプト・
健診データを基に、保険者や企
業・自治体などが健康投資を実現
するデータ解析システム（プラット
フォーム）を構築。 
○同システムでは保健事業のPDCA
サイクルを一気通貫で支援し、費
用対効果の高いサービスを提供し
ている。 

データ分析事業者 
（ミナケア） 

○予防的な施策で、社会的なコス
トを削減する優れた事業に対し
て、その数値化した成果に応じ
て、民間投資を通じて報酬を支
払う仕組み。 

○例えば、ニューヨーク市は、2012
年に受刑者の再犯防止プログラ
ムに対し、再犯率低下を社会的
リターンとして 

 評価し、資金 

 提供者に還元 

 するスキーム 

 を開始。 

 

ソーシャル・インパクト・ボンド 
（ニューヨーク） 

＜成果報酬型ビジネス＞ 
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 ２月１６日  情報開示検討会 

    ・情報開示のための報告書 

 

 ３月２日  第５回健康投資ＷＧ 

    ・これまでの進捗 

    ・今後の議論のフレームワーク 

 

 ４月中旬  第６回健康投資ＷＧ 

    ・アクションプラン（案）の検討 

 

 ５月下旬  第４回次世代ヘルスケア産業協議会 

 

 ６月   成長戦略への反映 

（３）今後のスケジュール 
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３．本日の論点 
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３．本日の論点 

○今後、健康投資・健康経営を推進していく上での論点・施策は必要十分
に整理されているか 

 

①インセンティブ設計 

 ・資本（株式）、金融、労働市場での評価以外のインセンティブは存在する
のか 

 ・非上場企業や中小企業への訴求に必要なインセンティブとは 

 ・公的保険内のインセンティブは必要十分か 

 

②見える化 

 ・取組主体別の見える化を促進する方策とは 

 ・特に、企業・保険者に提供（利用）されるサービスの品質評価を行うため
の具体的な方策は 

 

③保健事業等の担い手（民間サービス）の育成 

 ・事業者育成のための必要な環境は整備されているか 

 ・成果報酬型ビジネスモデル等は有用か 25 


