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次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2017」 の全体像
誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、これに貢献するヘルスケア
産業を育成し、国民生活の向上につなげる。

ヘルスケア産業政策の
基本理念

1

【食・農×健康】
○ 地域食品事業者と連携した、食関連ヘルスケアの推進
【観光×健康】
○ 「スマート・ライフ・ステイ」の普及啓発を促進する。
○ ヘルスツーリズムに係る商品開発等に取り組む地域を支援

【ヘルスケア産業創出に向けた事業環境整備】
○ 自立的・持続的にビジネスが創出される仕組みの構築等

【スポーツ×健康】
○ 職域における運動習慣の構築やスポーツ文化ツーリズム等の推進

【評価の仕組みづくり】
○ サービスの品質確保に資するデータの収集等の検討

【関係法令の適応関係の明確化】
○ グレーゾーン解消制度を活用し関係法令の適応関係の明確化
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【保険外サービスに係る情報提供による活用促進】
○ ケアマネージャー等がアクセスしやすい環境整備・健康経営を支援
する事業者やヘルスケアサービスに係る情報の一元化

選択肢の壁
（新産業の創出・
利活用の促進）

情報の壁
（サービスや品質
の見える化）

【ソーシャル・インパクト・ボンドの導入促進】
○ ヘルスケア分野におけるSIBの導入の更なる推進
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【生涯現役社会の構築に向け重点的に取り組むべき分野の環境整備】
○ 高齢者、要支援者、軽度認知障害者らが継続的に社会参画できる環境の整備（「仕事付き高齢者向け住宅（仮称）」に資するサービス等）

生涯現役社会に
向けた施策検討 ○「生涯現役社会」の構築に向けた環境整備の具体的な施策について評価軸を明確にし、総合的な効果について検証

【企業・保険者と民間サービスのマッチング】
○ 日本健康会議と連携し、データヘルス見本市等を実施
【個人へのインセンティブの整備の促進】
○ 健康リスクの度合いに応じた民間保険商品の課題等の抽出
【職域における運動習慣の構築】
○ 通勤時間等を活用した運動・スポーツ習慣づくりの推進

大
企
業

【認定制度（中小規模法人部門）の推進】
○ 保険者等が連携し都道府県単位で協働できる体制の検討等【健康経営銘柄等の継続実施と効果的な情報発信】

○ 健康経営を実践する企業の割合が３割を超える業種を倍増
【日本健康会議等との連携による裾野の拡大】
○ 「500社公表」の取組を通じ情報発信等を行う企業の見える化
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【行動変容効果の実証研究】
○ 糖尿病等の生活習慣病予防・重症化予防に向けた行動変容を促すための仕組みの構築に向け、医療分野の仕様に耐えられるAIの基盤を構
築しつつ、糖尿病に関する医学的エビデンス（HbA1c）を大規模に収集。また、糖尿病以外の生活習慣病領域への応用可能性を検討。

【保険者への健康増進等を促進するインセンティブ制度の準備】
○ 保険者種別の特性に応じた新たなインセンティブ制度に向けた準備
○ 国保保険者努力支援制度の本格実施に向けた準備

身体の壁
（健康経営の
推進）

価値観の壁
（健康情報活用に
よる行動変容）
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【健康経営の裾野の拡大に向けた環境整備、質の向上に資する施策の展開】
○健康経営の認知度調査、認定法人に関する情報発信のあり方の検討、健康経営に資するヘルスケアサービスの情報の一元化

情
報
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供
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アクションプラン２０１７の進捗
【健康投資WG報告資料】
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業種名※ 選定企業名
建設業 住友林業
サービス業 ベネフィット・ワン
小売業 丸井グループ
食料品 味の素
繊維製品 ワコールホールディングス
化学 花王
医薬品 塩野義製薬
精密機器 テルモ
ゴム製品 バンドー化学

ガラス・土石製品 TOTO
鉄鋼 ジェイエフイーホールディングス

金属製品 リンナイ
非鉄金属 フジクラ
機械 ダイフク

電気機器 コニカミノルタ
輸送用機器 デンソー
その他製品 凸版印刷
卸売業 キャノンマーケティングジャパン

証券・商品先物取引業 大和証券グループ本社
保険業 東京海上ホールディングス
不動産業 フジ住宅
陸運業 東京急行電鉄
空運業 ANAホールディングス
銀行業 みずほフィナンシャルグループ

その他金融業 リコーリース
情報・通信業 ＳＣＳＫ

＜健康経営銘柄 2018選定企業一覧＞※業種は東京証券取引所の業種区分

「健康経営銘柄2018」の選定

 平成30年2月、「健康経営銘柄2018」として26社を選定。選定に用いる健康経営度調査には、
過去最高の1,239社(法人)からの回答があり、社会からの関心の高まりが見受けられる。

＜「健康経営銘柄2018」発表会の様子＞
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「健康経営優良法人2018」の認定

＜「健康経営優良法人2018（中小規模法人部門）」認定証授与＞

＜「健康経営優良法人2018」発表会＞

 日本健康会議が「健康経営優良法人2018」を認定。
 初回となる昨年は、大規模法人部門が235法人、中小規模法人部門が318法人が認定されたが、
第2回となる今回は大規模法人部門541法人、中小規模法人部門776法人が認定され、昨年に
比べ倍以上の認定数となった。
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その他

取引顧客数の増加

企業業績・売り上げの向上

知識創造活動の向上

医療費等の抑制

事故・労災件数の低下

コンプライアンス意識の向上

従業員離職率の低下

採用募集・求人への応募者増加

健康に関連する商品・サービス等の営業・売り込みの増加

従業員の生産性の向上

他社からの健康経営に関するヒアリング等の依頼

従業員の貢献意欲・帰属意識の向上

時間外労働の減少（労働時間の適正化）

有給休暇取得率の向上

従業員の仕事満足度・モチベーションの向上

社内コミュニケーションの活性化

講演・インタビュー・新聞露出等のPR機会の増加

顧客や取引先に対する企業イメージの向上

自社の健康経営の取り組みの更なる推進

従業員の健康に対する意識向上

「健康経営優良法人」認定による変化・効果

＜「健康経営優良法人2018」発表会＞

 健康経営優良法人2017及び健康経営優良法人2018に連続して認定された法人に対し、健康経
営優良法人2017認定後の変化や効果についてアンケートを実施。

 大規模・中小規模ともに、「自社内での意識の高まり」が最も高く、「企業イメージの向上」、「コミュニ
ケーション等の向上」、「労働時間適正化や有給取得率の向上」が共通して上位を占めている。
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採用コストの低減

知識創造活動の向上

取引顧客数の増加

従業員離職率の低下

その他

内定辞退率の減少

企業業績・売り上げの向上

事故・労災件数の低下

株価等投資市場・投資家からの評価

コンプライアンス意識の向上

医療費等の抑制

従業員の生産性の向上

従業員の貢献意欲・帰属意識の向上

採用募集・求人への応募者増加

健康に関連する商品・サービス等の営業・売り込みの増加

講演・インタビュー・新聞露出等のPR機会の増加

従業員の仕事満足度・モチベーションの向上

社内コミュニケーションの活性化

有給休暇取得率の向上

時間外労働の減少（労働時間の適正化）

顧客や取引先に対する企業イメージの向上

他社からの健康経営に関するヒアリング等の依頼

従業員の健康に対する意識向上

自社の健康経営の取り組みの更なる推進

健康経営優良法人2017認定以降の変化（健康経営優良法人2018認定法人へのアンケート）
＜中小規模法人部門＞＜大規模法人部門＞

自社内での
意識の高まり

企業イメージの向上

コミュニケーションや
モチベーションの向上

労働時間適正化や
有給取得率の向上

n=129 n=105
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大企業向け健康経営の進捗 ～平成29年度健康経営度調査～

調査結果概要

調査名 平成29年度 健康経営度調査
（従業員の健康に関する取り組みについての調査）

調査期間 平成29年9月～10月

調査対象 国内の法人組織
（平成29年9月時点）

回答数 1,239社（法人）

（参考）前回
回答企業数 726社（法人） 493 573

第１回(平成26年度)第2回(平成27年度)

■過去４回の回答企業数の変化

第４回(平成29年度)

80社(法人)UP

513社(法人)UP

1,239

726

153社(法人)UP

第３回(平成28年度)

平成29年度健康経営度調査の回答法人数は、第3回(726法人)から513法人増加の「1,239
法人」であった。

 回答法人のうち、上場会社は718社、非上場会社(法人)は521社(法人)であり、上場企業の回
答企業数は、第３回（610社）から108社増加した。
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平成29年度健康経営度調査の概要①

業種名 全回答数 うち上場企業
回答数

上場企業
対象数

上場企業
回答率

前年度上場企業
回答率 業種名 全回答数 うち上場企業

回答数
上場企業
対象数

上場企業
回答率

前年度上場企業
回答率

水産・農林業 2 2 11 18.2％ 18.2% その他製品 28 20 107 18.7% 18.8%

鉱業 1 1 7 14.3% 14.3% 電気・ガス業 15 15 24 62.5% 39.1%

建設業 58 35 184 19.0% 23.5% 陸運業 29 18 65 27.7% 15.6%

食料品 49 41 130 31.5% 22.6% 海運業 2 2 14 14.3% 21.4%

繊維製品 10 10 54 18.5% 12.7% 空運業 5 3 5 60.0% 40.0%

パルプ・紙 10 8 26 30.8% 26.9% 倉庫・運輸関連業 11 4 39 10.3% 15.8%

化学 50 47 214 22.0% 20.5% 情報・通信業 164 70 414 16.9% 12.5%

医薬品 33 22 66 33.3% 33.8% 卸売業 81 58 332 17.5% 13.0%

石油・石炭製品 6 4 12 33.3% 23.1% 小売業 111 43 358 12.0% 12.8%

ゴム製品 7 6 19 31.6% 26.3% 銀行業 51 44 91 48.4% 29.3%

ガラス・土石製品 6 5 58 8.6% 5.0% 証券、商品先物取
引業 5 4 42 9.5% 14.0%

鉄鋼 9 9 47 19.1% 19.1% 保険業 29 8 15 53.3% 53.8%

非鉄金属 10 9 36 25.0% 20.0% その他金融業 23 12 34 35.3% 34.4%

金属製品 13 10 91 11.0% 13.2% 不動産業 34 20 124 16.1% 15.1%

機械 44 40 232 17.2% 12.9% サービス業 162 53 415 12.8% 11.9%

電気機器 78 61 262 23.3% 18.6% その他（医療・社会
福祉法人・官公庁

等）
48 0 0 - -

輸送用機器 46 26 96 27.1% 20.4%

精密機器 9 8 52 15.4% 17.6% 総計 1,239 718 3676 19.5% 16.7％

 健康経営度調査の業界回答率は業種による差は存在するものの、上場企業における回答率が3割
を超える業種が昨年度の5業種から10業種に増加した。
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平成29年度健康経営度調査の概要②

 平成29年度健康経営度調査の回答をもとに、健康経営銘柄2018選定企業と健康経営度調査
回答企業全体を比較。

 健康経営銘柄2018選定企業はその他の企業と比較し、施策の実施率は高く、また、それら施策に
おける参加率の割合も高い。
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教育の実施

健康に配慮した食
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職場内にジムや運動
室などを設置

社内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ活性
化のための職場環境

整備

施策の実施状況比較
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食生活改善に向けた具体
的な支援

運動習慣の定着に向けた
具体的な支援

コミュニケーション促進に向
けた組織としての具体的な

取組

各施策における参加率50%以上の比較

銘柄企業

全体

単位：％
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659

391

265

215

124

100

69

58

42

40

テレビや新聞等のニュース

医療保険者からの情報

商工会議所からの情報

不明、覚えていない

自治体からの情報

知り合いの経営者からの口コミ

その他

知り合い(経営者以外)からの口コミ

産業医からの情報

SNS

 国内の中小企業12,000社程度に対して、健康経営の認知度及び実施状況の
アンケート調査を実施（回答期間：平成29年12月1日から平成29年12月27日まで／有効回
答数：3,476社（回答率29％））

 「健康経営」を知った情報源は「ニュース」「保険者」「商工会議所」の順になっている。

中小企業における健康経営に関する認知度調査①

健康経営に対する認知度（N=3,476）
*単一選択の設問に対し、複数回答している場合は未回答と扱った

「健康経営」を知った情報源（MA、知っている・聞いたこ
とがあるを選択した回答者n=1,616）

出所：経済産業省「中小企業における健康経営に関する認知度調査」平成29年12月実施

言葉も意味も
知っている

15%

聞いたことがあるが、
内容は知らない

32%

全く知らなかった
52%

未回答
1%
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 現在、健康経営に取り組んでいる中小企業は約2割。現状取組んでいないという回答が約7割を
占めた。

 一方、現状取組んでいないが、今後取り組みたいという意向を持つ企業は5割に上った。

中小企業における健康経営に関する認知度調査②

健康経営実践の現状と意向（N=3,476）
*単一選択の設問に対し、複数回答している場合は未回答と扱った

出所：経済産業省「中小企業における健康経営に関する認知度調査」平成29年12月実施

取り組んでおり、今後さらに拡大していきたい
4%

取り組んでおり、
継続していきたい

17%
取り組んでいるが、

縮小していきたい/やめたい
0%

取り組んでいないが、
近い将来具体的な実
践の予定がある

2%

取り組んでいないが、今後取り組みたい
53%

取り組んでおらず、
今後も取り組むつもりはない

13%

未回答*
11%

実践企業比率：21％

今後取り組みたい：53％
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 健康経営優良法人認定制度や、協会けんぽの健康宣言事業と連動した自治体による表彰制度、
地銀、信金等による低利融資など、「企業による従業員の健康増進に係る取組」に対し、インセンティ
ブを付与する自治体、金融機関等が増加している。

※第17回健康投資WG  資料２「アクションプラン2017の進捗報告について」を修正

中小企業における健康経営の推進（地域のインセンティブ措置）

人財活躍応援融資“輝きひろがる”
「健康経営優良法人」等の認定を取得している中小企業者に対し、銀行
所定金利より一律年▲0.10％の融資を実施。（平成28年12月）

池田泉州銀行
「業務災害総合保険（超Ｔプロテクション）」
従業員が被った業務上の災害をカバーする保険商品において、「健康経営
優良法人認定割引」として5％の割引を適用。（平成29年３月）

東京海上日動火災保険(株)

健康・働き方応援保証“はつらつ”
「健康経営優良法人」等の認定を取得している中小企業者に対し、事業資
金について基準保証料率から最大20％の割引を実施。（平成29年12月）

栃木県信用保証協会
団体３大疾病保障保険「ホスピタＡ（エース）」
３大疾病を保障する団体保険において、「健康経営優良法人」に対して健
康経営割引プランを適用し、保険料を2％割引。（平成30年４月）

住友生命保険相互会社

建設工事競争入札参加資格における等級格付け
「健康経営優良法人」認定を受けている市内業者に対して、５点の加点評
価。（平成29年１月）

北海道岩見沢市
長野県中小企業融資制度「しあわせ信州創造枠」
「健康経営優良法人」等の認定を受けている中小企業の運転資金の貸付
利率を0.2％引下げ。（平成29年４月）

長野県

建設工事における総合評価落札方式の加点評価
「健康経営優良法人」認定を受けている事業者に対して、100点満点中
１.０点の加点評価。（平成30年4月）

長野県松本市

① 金融機関・民間保険等が提供するインセンティブ（取組数：６３） 融資優遇、保証料の減額や免除

② 自治体などによる認定表彰制度（取組数：３５） 自治体など独自の健康経営企業認定・県知事による表彰

③ 公共調達加点評価（取組数：５） 自治体が行う公共工事・入札審査で入札加点

④ 自治体が提供するインセンティブ（取組数：９） 融資優遇、保証料の減額 ・奨励金や補助金

⑤ 求人票への記入（取組数：４） ハローワーク等で求人資料にロゴやステッカーを使用

中小企業向け制度資金「地域産業振興資金」
「健康経営優良法人」等の認定を受けている中小企業・小規模事業者に
対して特別利率・保証料率により融資。（平成29年４月）

大分県

＜「健康経営優良法人」に対する優遇措置（一例）＞
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・全国の商工会議所を挙げて健康経営の普及・推進に取り組んでおり、様々な取り組みが広がっている。
・中小企業の健康経営の認知度は、徐々に高まりつつあり、今後も更なる普及活動を行っていく。

中小企業における健康経営の推進（日本商工会議所の取り組み）

取り組みをしている

72%（267件）取り組みをしていた

が、今はしていない

2%（6件）

今後、何らかの取り

組みを検討

14%（51件）

特に何も実施せず、今

後も予定はない

12%（46件）

今年度の事業計

画に記載

58%（162件）

過年度は記載した
が、今年度ない

3%（8件）

記載せず

39%（111件）

■健康づくりに向け、協会けんぽや医師会との連携協定

22商工会議所連合会、3商工会議所が締結
（平成30年２月末日現在）

【商工会議所】
さいたま商工会議所、松本商工会議所、
浜松商工会議所

【商工会議所連合会】
北海道、青森、岩手、福島、栃木、群馬、千葉、東京、
新潟、富山、石川、滋賀、鳥取、島根、 岡山、広島、
徳島、香川、愛媛、高知、熊本、宮崎

主な取り組み内容

東京都商工会議所連合会、協会けんぽ、健康
保険組合連合会等、13団体による協定を締結

認定を受けた商工会議所

秋田 大曲商工会議所

〃 横手商工会議所

静岡 静岡商工会議所

〃 三島商工会議所（2017年認定も取得）

愛知 蒲郡商工会議所（2017年認定も取得）

和歌山 和歌山商工会議所

■日本健康会議が６商工会議所を「健康経営優良法人2018」として認定

日本健康会議の共同代表として健康経営
優良法人2017の認定証を授与する日商・
三村会頭（写真：日本健康会議2017より）

健康経営に関する取組みを事業計画へ記載したか

各地商工会議所における健康経営の取り組み状況

商工会議所の取り組み状況

H30年3月「商工会議所の健康経営に関する調査」
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中小企業における健康経営の推進（日本商工会議所の取り組み）

会員企業向けに健康経営や従業員の健

康づくりに関するセミナーを実施。

これまでは、大学教授や管理栄養士等

の専門家が登壇することが多かったが、

昨今では健康経営優良法人の認定を受

けた企業の経営者や人事担当者が登壇

するケースが増えている。

会員企業の事業主、従業員、そのご

家族の方の健康管理を目的として、

健診機関と提携し、労働安全衛生法

に定められた定期健康診断や、生活

習慣病健診、腹部・胃部の専門健診

等の各種健診を実施。

■セミナー・講演会

■各種健康診断

各地で実施されている様々な健康診断

日本商工会議所が発行している情報

誌「石垣」や「会議所ニュース」をはじめ

とする、各地商工会議所発行の会報

や新聞、メルマガ等の媒体で健康経営

に関する情報提供を行っている。

■情報提供

■健康経営アドバイザー制度

健康経営を特集した月刊「石垣」平成30年1月号

○各地の地銀・信金による低利融資

協会けんぽの健康宣言事業と連携した企業による従業員の健康増進

に係る取り組みに対し、各地商工会議所で会頭・副会頭 を務める地銀、

信金等が低利融資などのインセンティブを付与し、地域企業の健康経

営を促進。

○日本商工会議所の保険「業務災害補償」の保険料を減免

日本商工会議所が東京海上日動火災保険

株式会社と包括契約し、全国の商工会議所

会員が割安な掛金で加入できる団体保険。

従業員が被った業務上の災害をカバーする

「業務災害総合保険」において、「健康経営

優良法人」の認定を受けた法人に対して、

2017年４月１日開始契約より 5％の割引

（健康経営優良法人認定割引）を適用。

■健康経営の推進に関連するインセンティブ措置

日商の保険制度で保険料を減免

健康経営に取り組みたい中小企業に対する支援を行う専門家の育成を
目的とする制度。経済産業省、東京商工会議所が制度化に向けた検討
を行い、平成28年に創設。
東京商工会議所が研修プログラムを実施、アドバイザーを認定してい
る。平成29年8月より、e-learningで受講可能。

認定アドバイザー数 8,811名（平成30年2月末現在）

主な取り組み内容

バラエティに富んだセミナー・講演会
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米国ギャラップ社では、エンゲージメントの状態について毎年全
世界で200社（200万人）に調査を実施し、優秀企業を毎年表彰。
過去に表彰された企業のうち17社を対象に、エンゲージメントとEPS
(一株当たり当期純利益)の伸び率との関係性についての調査を実施
したところ、表彰企業17社は同業他社と比較しEPSの伸び率が4.3倍と
なっていた。

丸井グループにでは生活習慣と仕事の取り組み姿勢との関連性分析の結果、
3年間連続で「食事の量や内容に気を付けている」と答えた従業員および
「良い睡眠がとれている」と答えた従業員は、そうでない従業員と比較し、
仕事の取り組み姿勢が前向きであることがわかった。

健康経営の効果についての検討
健康経営の効果として、「個人の健康状態が改善されること」は非常に重要であり、健康経営を実施す
る多くの企業が従業員の健康状態の把握に取り組み始めているところ。

他方、健康経営の実践による企業価値等の向上等を測るためには、「組織」の活性化に着目していくこ
とが必要。

既に㈱丸井グループやギャラップ社などから研究事例の提供をいただいているが、今後も、健康経営と企
業業績等の関係性等の情報を収集し、効果の検討や結果の周知を行っていく。

【事例①】㈱丸井グループによる研究

出典：2017年9月発行丸井グループ共創経営レポート2017

「食事の量や内容に気をつけ
ている」と答えた従業員とそう
でない従業員との比較

「良い睡眠がとれている」と答
えた従業員とそうでない従業
員との比較

【事例②】ギャラップ社による研究
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74%

48%

20%

18%

9%

6%

3%

月経関連の症状や疾病
（月経不順・月経痛など）

PMS（月経前症候群）等

メンタルヘルス

更年期障害

不妊・妊活

女性のがん・女性に多いがん

その他

女性従業員が抱える健康課題と仕事への影響
女性従業員の60％が女性特有の健康課題などにより職場で困った経験があると回答。そのうちの多
くが月経痛や月経前症候群によるもの。他方、管理者では45%が女性特有の健康課題への対処に
困っていると回答。最も多いのはメンタルヘルスであった。

【女性従業員】女性特有の健康課題や女性に多く現れる症状により、勤
務先で困った経験をしたことはありますか。（該当する方は複数選択回
答）

【管理者】管理者として対処に困った経験のある、女性従業員の健康課題
や症状を教えてください。 （該当する方は複数選択回答）

60% 40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
なんらか困った経験を有している 該当するものはない

※PMSとは、Premenstrual
Syndromeの略で、生理が
始まる前の3日~10日前に起こる、
心と身体の様々な不調を指す。

45% 55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
なんらか困った経験を有している 該当するものはない

n=1953

n=447
63%

44%

24%

18%

16%

9%

2%

メンタルヘルス

月経関連の症状や疾病
（月経不順・月経痛など）

更年期障害

PMS（月経前症候群）等

女性のがん・女性に多いがん

不妊・妊活

その他

n=227
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あきらめた
経験がある, 

46%

そういう
経験はない, 

54%

女性従業員が会社に求める女性特有の健康課題などにおけるサポートとして、「会社による業務分担・
適切な人員配置」や、「両立のための休暇制度や柔軟な勤務形態等のサポート」、「上司等部署内コ
ミュニケーション」が多く挙がった。

女性従業員が会社に求めるサポート

【女性従業員】女性特有の健康課題などにより職場
であきらめなくてはならないと感じた事はありますか。
（n=1953)

【女性従業員】その際に職場で必要と感じたもの、あれば助かったと思われ
るものはどんなものがありますか。
（複数選択、n=889）

45%

35%

35%

30%

28%

22%

16%

15%

7%

業務分担や適切な人員配置などのサポート

治療休暇や柔軟な勤務形態など両立サポート

上司や部署内でのコミュニケーション

総務部や人事部などからのアドバイスやサポート

ライフイベントなどによらないキャリアアップ制度

専門家相談窓口

保険者によるサポート

事前に意識啓発を図るための健康教育

その他
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健康・医療情報を活用した行動変容促進事業の対象分野の拡大

健康関連データに基づ
きモニタリング・症状の
変化をアラート

医療機関等

臨床医

事業主／保険者
産業医
保健師等

健診データ

レセプトデータ

介入して
行動変容を支援

必要に応じて
情報を共有

健康関連
データベース

日々の行動を
自らモニタリング

歩数・活動量、体重、血圧等
の健康データを蓄積

（行動変容促進事業：イメージ）

対象者

（事業の対象の拡大）

 健康・医療情報の利活用により、医療やヘルスケアサービスの質の向上を図るためには、データの生成・提供元に
おける負担の軽減や、負担を上回る具体的なメリットの提示が重要。

 平成29年度より３年間、医学的に確立された診断指標が存在する糖尿病分野(診断指標：HbA1c)において、
ウェアラブル端末等で日々の健康情報を取得し、医師等の専門職と共有しながら、個人の状態にあった介入を
実施するサービスについて効果検証を実施している。平成30年度も糖尿病軽症者を対象にした介入研究を継
続する。

 一方で、同様のサービスは糖尿病分野以外でも効果があるが可能と考えられることから、平成30年度以降は、
糖尿病以外の生活習慣病分野（高血圧・高脂血症）や介護予防分野等におけるユースケースの構築を目
指し、実証事業等を実施する。

① 糖尿病以外の生活習慣病分野(高血圧・高脂血症)への拡大

② 介護予防分野等のにおける活用可能性の検討

高血圧症に関する事業の例
• 高血圧予防には減塩が有効であることから、ナトリ
ウム／カリウム比（Na/K比。食事に含まれる食塩
の量を推定可能）を測定できるIoTデバイス（ナ
トカリ計）を活用

• 歩数・活動量、体重、血圧に加え、Na/K比による
塩分摂取量を測定。

• 被験者自身のセルフモニタリングに加え、保健師・
栄養士等に共有し、食事指導等の介入を行うこと
で、高血圧予防に係る効果を検証する。

AMED「IoT活用による健康情報等を活用した行動変容等に関する基礎的研究」採択課題
IoTを基軸とした民・官・学連携による実効性の高い生活習慣病予防・改善モデルの開発
（研究代表者：京都大学大学院医学研究科付属ゲノム医学センター 田原康玄准教授）より作成

IoTデバイス（ナトカリ計）
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健康・医療情報の利活用に向けた民間投資の促進に関する研究会（ヘルスケアIT研究会）について

 現在、厚生労働省を中心に、2020年度の健康・医療・介護ＩＣＴインフラの本格稼働に向けて、データ利活用
基盤の整備が進められている（「未来投資戦略2017」でも大きな柱の一つに位置付けられている）。今後、医
療情報の利活用について、官民あげて推進することが重要である。

 一方、特に医療情報の利活用に関しては、公共性の高さや取り扱う情報の機微性にかんがみ、特別な配慮が必要
となる。そこで、医療情報については、制度に基づいて収集されたデータを、ルールに従って活用しつつ、民間
中心にイノベーションを実現する方策を議論することが必要である。

 医療情報の収集にあたっては患者や医師の理解・協力が不可欠であるところ、民間で起こったイノベーションが
医療現場や個人に還元され、医療の質の向上に繋がるものとすることで、国民や医師の理解が増進し、医療情報
の活用への理解・同意が促進される好循環を生み出すことが必要。

 米国をはじめとする諸外国においては、医療情報の利活用するビジネスに関して、民間企業による積極的な投資
が行われている一方、国内の投資は進んでいない。2020年度からデータ利活用基盤が本格稼働した際、日本国
内の患者や医師のニーズを踏まえていないサービスが市場を席巻することが危惧される。

 世界的に見ても、１億以上の人口に対して画一的な医療サービスが提供されている国は他になく、一定程度標準
化された質の高いデータ（クオリティーデータ）が１億人規模で集まりうる日本への関心は高い。

背景・問題意識

 健康・医療情報利活用に関し、民間活力を取り入れるに当たっての基本的考え方
 国内で健康・医療情報を活用した民間ビジネスの現状・背景
 国内で民間投資を進めるに当たっての課題・論点

論点（案）

 国内に豊富に存在する健康・医療情報が、保険外サービスの提供や研究開発の分野で、民間においても安全かつ効
率的に活用され、医療の質を高めるイノベーションが実現するために必要な施策の方向性について検討する。

趣旨

平成３０年２月７日ヘルスケアＩＴ研究会（第１回）配布資料
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職域におけるワークスタイルに根差した運動習慣の構築
 通勤時間や休憩時間等を活用して「歩く」ことを促進する「FUN+WALK PROJECT」を開始
 社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエー
ルカンパニー」として認定する制度を創設。

○普段の生活から気軽に取り入れることのできる「歩く」に着目し、「歩く」に「楽しい
」を組み合わせることで、自然と「歩く」習慣を身につけてもらうことを目的としたプ
ロジェクト。

○平成29年度は、ビジネスパーソン向けのシンボリックな活動として、「仕事」と「ファ
ッション」を包含する「歩きやすい服装」（FUN+WALK STYLE)」での通勤を
推進。通勤時間や休憩時間、昼休み等の隙間時間を活用して、スポーツのき
っかけづくりを図った。

1日の歩数を
普段よりプラス1,000歩（約10分）
1日当たり8,000歩を目標に設定

【企業の取組例】

ロゴマークの活用による売場づくり “歩きやすい服装”（＝FUN+WALK STYLE)
による通勤

【FUN＋WALK PROJECT】 【スポーツエールカンパニー】

○「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の
醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向
けた積極的な取組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」（英語名
称：Sports Yell Company)として認定する制度を創設。

○12月12日、平成29年度認定企業として、217社を認定。

○主な認定要件

◆株式会社じげん（東京都港区）
４階建てのビルではエレベーターの利用を原則
禁止とし、階段の利用を促進。コミュニケーショ
ン創出のため、踊り場に掲示板を設置したり、
４階にのみ自販機や女性専用パウダールーム
を設置し、階段での行き来を増やすような動線
設計をしている。

【企業の取組例】

（１）経営者をはじめ、企業全体で推進している取組であること
（２）企業内の取組が明確化されていること
（３）取組が企業の内部において周知されており、

取組実績があること
（４）実施内容、導入手順、運用方法等の

公表が可能であること 等

認定証 認定ロゴマーク

スポーツ庁提出資料
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健康スコアリングについて

・企業の健康経営との連携（コラボヘルス）を推進するため、経営者が従業員等の健康状況等について、全国平均や業態平均の中で
の立ち位置を把握した上で、企業と保険者が問題意識を共有し、両者が連携して健康づくりに取り組める仕組みを構築する。
・厚生労働省と日本健康会議が連携して、まずは各健保組合の加入者の健康状態や予防・健康増進等への取組状況をスコアリング
し経営者に通知する取組を平成30年度から開始する。同様の取組を共済組合はじめ他の保険者でも展開する。

目的及び概要

肥満

血圧

肝機能血糖

脂質

健康状況 ／

特定健診データ
医療費データ 等

全健保組合平均
データ等

NDB 等

日本健康会議 厚生労働省連携

A社

A社従業員

経営者

！

健診等を受け
やすい環境づくり

民間事業者を活用
することも含め
健診・保健指導
受診勧奨等

A社
健保組合連携

（コラボヘルス）

スコアリング
レポートの送付

平成30年度スコアリングレポートの作成・通知イメージ

・平成29年12月に日本健康会議の下に有識者による「健康スコアリングの詳細設計に関するワーキンググループ」を設置し、健康スコ
アリングレポートに記載する項目や様式、活用方法・通知方法等について検討しているところ。
・平成30年度の健康スコアリングは、厚労省と日本健康会議が連携し、NDBデータから保険者単位のレポートを作成の上、全健保組合
に対して通知する予定。

検討状況

＜今後のスケジュール＞
2018年度 2019年度 2020年度

 ４月末に、健康スコアリングの詳細設計に関するＷＧにおいて議
論のとりまとめを予定。

 ＷＧの検討結果を踏まえ、今年度夏頃に健康スコアリングレポー
トを通知予定。

 企業単位のスコアリングレポートの作成機能について、システム導
入するための仕様について検討する。

・NDBデータを活用して各健保組合ごと
のスコアリングレポートを作成・送付
・企業単位レポート作成のシステム仕様
検討・作成

企業単位の
レポート作成

厚労省提出資料
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保険者
種別

健康保険組合・共済組合 協会けんぽ 国保（都道府県・市町村） 後期高齢者医療広域連合

手法等

後期高齢者支援金の
加算・減算制度の見直し
⇒ 加算率：段階的に引上げ、

2020 年度に最大10%
減算率：最大10% ～1％

加入者・事業主等の行動努
力に係る評価指標の結果を
都道府県支部ごとの保険料
率に反映

保険者努力支援制度を創設
（2018 年度は、別途特別調整交付金
も活用して、総額1,000 億円規模）

各広域連合の取組等を特別
調整交付金に反映
（100 億円）

共通
指標

①特定健診・保健指導、②特定健診以外の健診（がん検診、歯科健診など）、 ③糖尿病等の重症化予防、④ヘルスケアポイン
トなどの個人へのインセンティブ等、⑤重複頻回受診・重複投薬・多剤投与等の防止対策、⑥後発医薬品の使用促進

独自
指標

・被扶養者の健診実施率向上
・事業主との連携( 受動喫煙防止等)

等の取組を評価

医療機関への受診勧奨を受
けた要治療者の医療機関受
診率等

・保険料収納率向上
・都道府県の医療費水準に基づ
く評価等

高齢者の特性（フレイルな
ど）を踏まえた保健事業の
実施等

保険者における予防・健康づくり等のインセンティブの見直し

保険者
種別

健康保険組合・共済組合 協会けんぽ 国保（市町村） 後期高齢者医療広域連合

同上
2018年度以降の取組を前倒
し実施（20 ～50 億円）

〈2018年度以降〉

〈2016、2017年度〉

○ 2015年国保法等改正において、保険者種別の特性を踏まえた保険者機能をより発揮しやすくする等の観点から、①市町村国
保について保険者努力支援制度を創設し、糖尿病重症化予防などの取組を客観的な指標で評価し、支援金を交付する、②健保
組合・共済の後期高齢者支援金の加算・減算制度についても、特定健診・保健指導の実施状況だけでなく、がん検診や事業主
との連携などの取組を評価する（施行は2020年度から）仕組みに見直すこととした。

保険者
種別

健康保険組合・共済組合 協会けんぽ 国保（市町村） 後期高齢者 医療広域連合

後期高齢者支援金の加算・減算制度
⇒ 特定健診・保健指導の実施率がゼロの保険者は加算率0.23% ⇔ 減算率は0.05％

〈2015年度まで〉

2018年度以降の取組を前倒し実施
(2016年度は150億円、2017年度は250億円)

2017 年度に試 行実施
（保険料への反映なし）

※全 保険者の特定健診等の実施率を、2017年度実績から公表

厚生労働省提出資料
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アクションプラン２０１７の進捗
【新事業創出WG報告資料】
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 地域において、①健康への気づき、②法定健診への誘導、③結果に関する医師による相談・助言、
④リスクの大小に応じた対応（予防から医療行為まで）を切れ目なく提供できる連携体制を整備し、
一次・二次・三次予防の網を張り巡らせていくことが必要。

切れ目なく健康サービスを提供できる仕組みの構築

＜①健康への気づき＞

健康の気づきサービス

（地域における医療機関、郵便局、公
民館、薬局、駅ナカ、ジム、 カフェ等で

の受診勧奨など）

医療機関で
の相談・診断

＜③医師による確認＞ ＜④対応＞＜②保険者等による法定健診＞

医療機関
（例）
・地域の診療所
・地域の病院 （例）

・料理教室
・フィットネスジム等

自治体や、食事・運
動・睡眠等のサービス
提供者

提供者
（例）
・医療機関 ・住宅団地
・自治体 ・旅館
・公共交通機関 ・コンビニ
・フィットネス ・商業施設

保険者・企業

地域版次世代ヘルスケア産業協議会

医療機関自治体ヘルスケア事業者 金融機関

医療機関に
おける治療

食事・運動等のヘルス
ケアサービスの活用

健康作り事業
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「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進

新ヘルスケア産業フォーラム（中部）

四国の医療介護周辺産業を考える会

九州ヘルスケア産業推進協議会

＜設置済み＞
○青森県
○栃木県
○群馬県
○埼玉県
○神奈川県
○長野県

○静岡県
○三重県
○滋賀県
○大阪府
○兵庫県
○和歌山県

＜設置済み＞
○盛岡市
○仙台市
○仙北市
○上山市
○川崎市
○松本市

万国医療津梁協議会

北海道ヘルスケア産業振興協議会

○鳥取県
○島根県
○広島県
○徳島県
○長崎県
○熊本県

都道府県
○富山市
○神戸市
○尼崎市
○岡山市
○松山市
○北九州市

市町村

※平成３０年３月末時点

○合志市
○鹿児島市
○薩摩川内市

赤線( ) ： 現時点で、地域の医師会が関与している協議会

 地域関係者（自治体、医療・介護機関、民間事業者等）の連携を促進し、地域ニーズを踏まえ
たヘルスケア産業の創出を後押しするため、「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」の設置の促進。

 地域版協議会は、全国５ブロック、１８府県、１５市の合計３８か所で設置。そのうち地域の
医師会が関与する協議会は、全国２ブロック、７府県、５市（平成30年３月末時点）。

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

・5ブロック
・6県
・3市

・5ブロック
・14府県
・9市

・5ブロック
・16府県
・12市

・5ブロック
・18府県
・15市

＋2県
＋3市

＋8府県
＋6市

＋2県
＋3市
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アンケート結果からの考察
〇地域版協議会において、新しいサービスを創出す
るためには、以下の点を踏まえた取組が必要と考
えられる。

✔ 地域の実情や課題を把握
・地域ケア会議や受益者との意見交換などで地域
の実情を把握
・医療・介護・福祉等関係者とともに地域版協議
会を企画運営
・見込み客や専門家とも連携して理解を深める
✔ 多様な関係者への情報発信と課題共有
・異業種を含め多様な事業者や有識者等へ情報
発信
・医療・介護・福祉・まちづくり等の関係者とも課題
認識を共有
✔ シーズを発掘し支援する仕掛けや仕組み
・ワークショップやイベントなどの仕掛けと、コーディ
ネート機能の提供で、シーズ発掘から事業化支援
までを仕組み化

「地域版次世代ヘルスケア産業協議会」への調査の実施

例えば、地域ケア会議等との情報共有等を図っている協議会では、
約５６％の協議会で成果が上がっていると回答。

 「地域版次世代ヘルスケア産業協議会アライアンス」の開催に向け、地域版協議会への支援等の問題
意識を踏まえて、地域版協議会へのアンケートを実施。

 活動の成果が出ていると回答した地域版協議会は、地域課題の把握や多様な関係者の巻き込み等
の活動を積極的に行っていることなどが改めて明らかとなった。

56%
50% 50%

71%

地
域
ケ
ア
会
議
と
の
連
携
・
情
報

共
有

地
域
の
医
療
・
介
護
・
健
康
に
関
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る
実
情
・
課
題
等
の
情
報
共
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ヘ
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ア
市
場
や
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「地域版次世代ヘルスケア産業協議会アライアンス」準備会合の開催

参加者からの意見等
✔ 地域版協議会アライアンスに向けて
・自治体の健康福祉部局が参加しやすいよう関係省庁からも声掛けをし
てもらいたい。
・仕組み作りが重要であり、全国的なネットワークにより情報共有が必要。

・地域版協議会は、事業者への国からの補助等に対する支援も担ってお
り、経済産業省以外の予算も含めて情報共有してほしい。

・ヘルスケアサービスの品質保証（認証）を検討できるとよい。

・他の地域版協議会等の活動内容を共有できる場にできるとよい。

✔地域版協議会の現状及び課題等について
・現場のニーズやシーズを掘り起こすにあたり、効果的な方法を模索してい
る。
・福祉保健部局が健康経営を担当している自治体もあり、どのように連携
していくか情報共有を図りたい。
・事業者からの提案に対して、地域ニーズ等とのマッチングをどのようにして
図っていくかが課題に感じている。

 「地域版次世代ヘルスケア産業協議会アライアンス」に向けて、地域版協議会事務局やヘルスケア
サービスの活用に積極的な自治体の担当者を集め、地域版協議会等の取組内容の共有や、地域版
協議会アライアンスの活動内容についての意見交換会を実施。

 本準備会合での意見を踏まえ、地域版協議会アライアンスの内容についてさらに検討を進めていく。

準備会合の様子

地域版協議会アライアンス準備会合の概要
開催日：平成３０年３月２２日（木）
出席者：
・地域版協議会 ２１協議会
・自治体 ７自治体
※地域版協議会設置を検討中の自治体や、ヘルスケア
分野に積極的な自治体の担当者

・関係省庁 ４省庁
内 容：
省庁による施策説明、地域版協議会等の取組紹
介、地域版協議会アライアンスに向けてのグループディ
スカッション
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平成29年度 地域におけるヘルスケアビジネス確立支援事業一覧
 平成２９年度は、地域における自立したヘルスケアビジネスの確立支援を目的に１０件の事業
を採択。事業総額の一定割合（事業総額上限3,000万円、補助率２／３）を補助する支援
を実施した。

対象 実施地域 代表団体 事業概要

生
活
習
慣
病
予
防

静岡県 一般社団法人日本医食
促進協会

医師監修の下、栄養・調理の専門的知見からおいしく食べ続けられる健康食を提供できる人材を育
成する。民間資格としての有料プログラムの構築・提供や育成人材の派遣などの事業化を目指す。

島根県雲南市 Community Nurse 
Company 株式会社

地域住民の日常的な暮らしの中で、見守りや世代間交流などの生活支援を行う「コミュニティナー
ス」を育成し、適切な医療機関への誘導しつつ、住民の行動変容や社会参画等の促進を目指す。

福岡県福岡市 株式会社インテグリティ・
ヘルスケア

健康診断で要受診レベルに関わらず受診していない、あるいは過去に治療から脱落したなどの重症
化リスクがある従業員に対し、地域医療機関の医師にオンライン相談できるサービスを構築し受診
率を向上させることで、従業員の重症化予防を目指す。

フ
レ
イ
ル
・
認
知
症
予
防
等

北海道札幌市 株式会社ホクノー 地域の中核的なスーパー店舗内に健康ステーションを設置し、住民の健康意識・行動の改善やア
クティブシニアの就労機会創出によって、地域包括ケアシステムに寄与する仕組みを構築する。

群馬県富岡市 健康増進事業株式会社
中山間地域の高齢者を対象に、これまで無償で病院内施設で提供してきた介護予防プログラムを
病院外施設にて有料で提供し、フレイル改善・予防に寄与する公的保険外サービスのモデルを構
築する。

東京都大田区 アグリマス株式会社 早期の認知症と診断された患者等に対し、大森医師会と連携して重症化予防プログラムを提供。
「話・食事・運動・睡眠」サービスの提供とそれらの効果検証を行い事業化を目指す。

神奈川県藤沢市 社会福祉法人伸こう福祉会 介護付有料老人ホームの入居者を対象に、初心者でも作業可能な農業施設を活用した「仕事」
を通じて生活機能の維持を図ることで、日常生活動作やQOLの維持・向上を目指す。

福岡県北九州市 株式会社サンキュードラッグ 地域密着のドラッグストアを起点として、高齢者向け生涯学習トライアル教室、栄養サポート、シニ
ア運営スタッフ育成、体操教室等を組み合わせたサービスでフレイル改善・予防を目指す。

長崎県長崎市、
諫早市、佐世保市 株式会社タスケア 自宅等で生活する高齢者が安心・安全に生活できるように、遊休看護師を雇用するための体制整

備等を行い、公的保険外のサービスを提供する。

宮崎県宮崎市 株式会社オファサポート 高齢ドライバーの運転機能を評価する独自システムと介護予防を取り入れた運転能力トレーニング
をサービス化し、自発的な社会参加に寄与する事業を構築する。

第8回新事業創出WG資料を一部変更
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地域スーパーを核とした
地域包括ケアシステム構築を促進する

健康ステーションサービス
（㈱ホクノー）

仕事でイキイキ
高齢者健康寿命延伸

（社会福祉法人 伸こう福祉会）

平成29年度 地域におけるヘルスケアビジネス確立支援事業

地域医療機関と連携し、
勤労世代の医療アクセシビリティ向上
（㈱インテグリティ・ヘルスケア）

高齢者施設に入居する方の中には、
要支援・要介護状態であっても「社会の
役に立ちたい・立てる」という想いがある
方もいるものの、その想いを活かせる環
境が整っていない。
本事業では、入居者が、初心者でも
営農可能な農園での野菜生産を行い、
生産した野菜を市場にて販売。
「仕事」として取り組むことで、高齢者の

QOLが向上した結果、利用者の活動量
の増加や一部の利用者はメンタルの安
定が見られた（主治医コメントより）。

人口減少・高齢化が進行する地区に
て、日常生活圏域にある地域の中核
スーパーが店舗内に健康ステーションを
設置し、健康につながるワンストップサー
ビスを提供した。
ステーション利用をきっかけに利用者の

1/3が自宅でも運動を行うようなるなど、
行動変容にも効果があり、また、新規顧
客の獲得によりスーパーの売上が向上し
た。ステーションの設置により地域の多様
な機関との連携体制も構築された。

健康不安のある従業員に対し、受診
の阻害要因を解消することで継続的な
受診行動を促し、重症化を予防すること
を目的とし、企業の定期健診により要受
診者、要医療相談対象者と判定された
従業員へオンライン医療相談サービスを
提供。本サービスを利用した56％が、実
際に医療機関を受診、もしくは受診意
向を示した。本事業をもとに2018年は
横展開を図っていく予定。

 地域版次世代ヘルスケア産業協議会等を活用し、地域において医療・介護関係者と地域事業
者が連携してサービス提供を行うモデルの確立に向けた事業を実施。

現役世代 アクティブシニア

【医療機関との
バイタルデータ共有】

【ヘルスケア関連の
講座・教室の開催】 【野菜の高床式砂栽培に取り組む様子】
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ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト２０１８

ファイナリスト・審査員

「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018」の概要
 ヘルスケア分野における課題の解決に挑戦している優れた団体・企業等の表彰を通して社会に周
知すること及びビジネスマッチングを促進することで、それらの団体・企業等の自立的な成長を促す
ことを目的として、「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018」を開催。

 グランプリは、「Virtual Reality及び人工知能技術を利用したDual Task運動リハビリテー
ション治療システム『mediVR』」を展開する「株式会社mediVR」に決定。

ファイナリスト プレゼン概要

① 尿による栄養の過不足検査／
株式会社ユカシカド

世界発の、尿から栄養の過不足を評価する栄養
検査「VitaNote」及び検査結果に連動したテー
ラーメイドサプリサービスによって、世界中の栄養課
題の解決を目指す。

② 世界から「孤独」を無くす愛情鳩
時計／OQTA株式会社

スマホアプリと連動した「愛情鳩時計」を通して音に
よる愛情を伝えることで、「孤独」や「社会的孤立」
を無くすための新しいアプローチ方法を目指す。

③ 再発予防（三次予防）支援
システム／株式会社PREVENT

脳梗塞や心筋梗塞等の 大血管病の 再発予防や、
生活習慣病の重症化予防の完全オンライン支援
サービスを通して、「予防」に対する社会課題の解
決を目指す。

④
企業の健康経営推進をサポート
する“オンライン健康保険室”／
株式会社iCARE

産業医と連携し、チャット・クラウドを用いた健康管
理の統合プラットフォームサービスの提供を通して、
企業の健康経営推進と従業員の健康増進を目
指す。

⑤
VRとAI技術を利用したDual 
Task型運動リハビリテーション治
療機器／株式会社mediVR

VRやAI技術等を利用し、定性的に行われていた
運動リハビリテーションの個別定量化の実現及び、
世界に 対する日本技術の プレゼンス 向上を 目指す。

プレゼンの様子 「mediVR」のイメージ

主催：経済産業省
協力：厚生労働省、株式会社産業革新機構、株式会社地域経済

活性化支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構
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（５）「情報の壁」を超えるためのアクション

① 地域関係者への公的保険外サービスに係る情報提供による活用促進

Ⅰ．地域の高齢者の多様なニーズを満たす健康・生活支援等サービスの普及・促進

地域資源を活用した地域包括ケアシステムの構築を促進するため、利用者、保険者、ケアマ

ネジャー等がアクセスしやすい環境の整備に関する取組を推進する等、保険外サービスの更な

る普及促進を図る。

アクションプラン2017（抜粋）

○ 在宅生活を継続するための日常的な生活支援等を必要とする高齢者が今後も増加することが見込ま

れる中、高齢者の多様な生活支援等のニーズに対応するためには、介護保険制度に基づくサービスに

加え、民間市場で提供されるサービス（以下「保険外サービス」という。）を活用することが重要で

ある。

○ 平成29年度においては、保険外サービスの更なる普及促進を進める観点から、下記①～④に関する

調査研究事業を実施し、それぞれ、ポイント集等を作成した。

① 自治体に期待される役割と、課題解決の視点を整理したポイント集の作成

② 介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせて提供することに関する現行ルールの整理等

に関する報告書の作成

③ 身元保証等高齢者サポート事業に関する実態把握を行うとともに、高齢者やその家族が当該

サービスの利用を検討する際のポイントを示した、分かりやすい普及啓発のための資料の作成

④ ケアマネジャー向けの、保険外サービスの活用も視野に入れたケアマネジメントを行う際のポ

イント集を作成。

厚生労働省提出資料
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介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせについて

背景

○ 平成29年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」において、両サービスの柔軟な組合せが適切に行

われるようにするため、「訪問介護における、両サービスの組合せに係る現行のルールの整理」等につい

て、平成29年度に検討・結論を出し、平成30年度上期中に、一覧性や明確性を持たせた通知を発出し、周

知することとされていることを踏まえ、調査研究事業を実施した。

目的

○ 介護保険制度では、高齢者の多様なニーズに対応できるよう、一定のルールの下（※）で、「介護保険

サービス」と「保険外サービス」を組み合わせて提供することを認めている。

※ ①介護保険サービスと保険外サービスが明確に区分されていること、②利用者等に対し、あらかじめサービス

内容等を説明し、同意を得ていること。

○ こうしたルールの具体的な運用については、明確で一覧できるものが無く、地方自治体による助言・指導がま

ちまちになり、そのことが、事業者の保険外サービスの提供の障壁となっているとの指摘もある。

○ 訪問介護における、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することに関する現行ルール

の整理や、通所介護における、サービス提供中の利用者に対し保険外サービスを提供する際のルールの在り

方の検討・整理等を行った。

厚生労働省提出資料
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１．【訪問介護】

○ 両サービスを組み合わせて提

供することに関する現行ルー

ルの整理

※「明確に区分」の方法が自治体

ごとに異なると指摘されている。

論点

○ 以下のルールを明示。

＜事業者＞

・ 訪問介護と保険外サービスの区分を明確にする。

・ 保険外サービスの内容を文書として記録する。

・ 利用者に対し、あらかじめ文書で説明し、同意を得る。

・ 利用者の認知機能が低下しているおそれがあることを踏まえ、利用者

の状況に応じ、両サービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行

う（例：丁寧な説明の実施等、利用者が別サービスであることを認識

できるような工夫を行うこと）。

・ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。 等

＜ケアマネジャー＞

・ 保険外サービスの情報をケアプラン等に記載。

対応方針

【訪問介護と保険外サービスの同時一体的な提供について】

（例）利用者分の食事と、同居家族分の料理を同時に調理すること。

○ 両サービスを区分することが困難であるため、提供不可である旨を明示

する。

○ 規制改革実施計画に基づき、平成30年度においても引き続き検討する。

【自治体の運用実態(例)】

・提供自体不可。

＜両サービスの区分方法＞

・ 丁寧な説明を実施する

・ エプロンや名札を付け替える

・ 一度、家の外に出る

・ 提供するスタッフを別にする

介護保険サービスと保険外サービスの組み合わせに関する対応方針
厚生労働省提出資料
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２．【通所介護】

○ 通所介護を提供中の利用者

に対し、通所介護を一旦中断

した上で保険外サービスを提

供し、その後引き続いて通所

介護を提供する場合のルール

の在り方の検討

○ 通所介護では、様々なサービスを保険内サービスとして提供できるた

め、保険外サービスとして利用者から保険給付とは別に徴収すること

は、基本的には認めない。

※ ただし､事業所内での理美容と､緊急時の併設医療機関受診は、通所

介護と明確に区分の上、提供可能。

○ 今回、以下①～④については、通所介護とは明確に区分されたサービス

のため、一定のルール（※）を遵守する場合は、介護保険外サービスと

して提供可能とする。

① 事業所内において、理美容に加え、巡回健診、予防接種を行うこと。

② 利用者個人の希望により事業所から外出する際に、保険外サービスと

して個別に同行支援を行うこと。

③ 物販、移動販売、レンタルサービス

④ 買い物等代行サービス

※ なお、医療法や道路運送法等の各関係法規を遵守する必要があ

り、例えば、事業所内での訪問診療は実施できない。

（※） 通所介護事業所が、通所介護を提供中の利用者に対して保険外サービスを提供する場合のルール【新設】

○ 両サービスを明確に区分し、文書として記録。

○ 利用者等に対し、あらかじめサービス内容等を説明し、同意を得ていること。

○ 通所介護の利用料とは別に費用請求。通所介護の提供時間には保険外サービスの時間を含めない。

○ 保険外サービスを提供する事業者からの利益収受を禁止。

○ 消費者からの苦情・相談窓口の設置等の措置を講じる。

○ 外部事業者が保険外サービスを提供する場合、事故発生時の対応を明確化。 等

厚生労働省提出資料
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宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム①
【目的】

健康寿命延伸のため、特定保健指導などにより生活習慣病の予防に取り組んでいるが、多くの
国民が生活習慣病予防に取り組むために、さらに効果的かつ実現可能性の高い保健指導プログ
ラムの開発が必要。

厚生労働科学研究及び国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）委託研究により、
「生活習慣病予防のための宿泊を伴う効果的な保健指導プログラムの開発に関する研究」を実
施。

【スケジュール】

平成26年度 保健指導プログラム案の検討（厚生労働科学研究）

平成27年度 研究成果を踏まえた試行事業

平成28年度 プログラムの効果検証等（AMEDによる研究）

【成果】

• 平成30年度に第三期特定健康診査等実施計画が開始されることを踏まえ、平成28年度から
「特定健康診査・特定保健指導の在り方に関する検討会」において特定健診・保健指導の項
目や実施方法等が検討された。

• 体験学習や相談機会の増加、グループダイナミクスの相乗効果等を特徴とする「宿泊型新保
健指導（スマート・ライフ・ステイ）は、当該検討会において議論された結果、従来の保健指導
では十分に効果が得られなかった者等に対する保健指導の新たな方法の１つとして、「標準
的な健診・保健指導プログラム」（平成30年度版）に掲載した。

厚生労働省提出資料
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〈メリット〉
①快適な環境でやる気向上
②集中的な保健指導で効果向上
③将来的な重症化を予防

糖尿病の例

対象者：2050万人
医療費：1.2兆円

患者数
270万人

②糖尿病が
強く疑われる

680万人

(HbA1c >6.5%)

特
定
健
康
診
査 健康増進施設・保養所・ホテル・旅館

（企業や健保組合の保養所、都心部・保養地の
ホテル・旅館を活性化）

健
康
観
光
産
業

全体パッケージ（イメージ）

①糖尿病の
可能性が否定

できない
1,100万人

(HbA1c >6.0%)

〈目的〉
健康増進、健康・観光産業の発展、
医療費適正化を同時に実現

医師 保健師 管理栄養士 健康運動指導士
理学療法士 作業療法士 etc

など

地元医師会や
自治体との連携

旅館

保健指導プログラム

スポーツ、観光などのオプション

（一部）
教育入院

宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラム②

【プログラムの概要】

厚生労働省提出資料
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機能性農産物等の食による健康都市づくり支援事業
 機能性農産物等を利用して健康都市づくりを目指す地域協議会を支援。
 機能性農産物等が地域で流通・消費されやすい環境づくりを支援することにより、生産拡大及び
地域の健康課題の解決につながることを期待。

農林水産省提出資料

加工法・調理法の開発

セミナー開催

地域食品
メーカー

地域
農業者

中食
（弁当、
惣菜）

地域
協議会

メニュー開発

機能性農林水産物
の生産

飲食店

戦略策定

食事調査・
健康データ収集

定量的効果検証

地域大学
研究機関

自治体

○地域協議会による検討、機能性農産物を活用したメニュー開発、広
報・普及活動、健康・食事調査等を実施

<1年目(H28)>
食による健康都
市づくりの推進
体制整備
（関係者を巻き込
んだ戦略計画の策
定、メニュー開発
の検討と試作等）

<3年目(H30)>
取組成果のとり
まとめ、情報発
信強化
（取組成果を活用し
た地域の農産物のプ
ロモーション等）

<2年目(H29)>
１年目を踏まえ
た体制強化・規
模拡大
（生産体制強化、飲
食店における食育プ
ログラムの充実化、
地域の取組の規模拡
大等）

所在地 健康課題と
期待する効果

農作物
（機能性成分） 事業内容

長野県長野市 糖尿病患者の増加抑制
→血糖値の上昇抑制、腸内環境改善

もち性大麦
(β－グルカン)

松本市で生産したもち性大麦を活用した
地産地消と健康改善効果の実証を実施

新潟県上越市 糖尿病患者の増加抑制
→血糖値の上昇抑制

高アミロース米
(アミロース)

高アミロース米「越のかおり」を活用したメ
ニュー開発、健康改善効果の実証、普及
啓発活動

兵庫県神戸市 生活習慣病予防・未病状態の解消
→血管機能向上・体温上昇効果

黒大豆
(ポリフェノール)

地域で生産した黒大豆を活用したメニュー
開発、広報普及、健康改善効果の実証を
実施

福岡県福岡市 中高年の生活習慣病予防
→脂質分解促進

富有柿
(ポリフェノール、カロテノイド等)
等

柿・大豆・トマト・茶を活用したメニュー開発
や健康改善のための実証プログラムの検証

佐賀県佐賀市 生活習慣病の予防
→腸内環境の改善
→血糖値の上昇抑制

キクイモ
(イヌリン)

地域特産物のキクイモを活用した機能性
食品開発、消費拡大による健康ブランド都
市づくり

岩手県盛岡市 眼の健康維持
抗酸化力
生活習慣病予防

寒じめほうれん草
(ルテイン）

県産の寒じめほうれん草を活用したメニュー
開発や消費者への普及啓発を実施

京都府京都市 生活習慣病予防 紫ずきん、堀川ごぼう、金時にん
じん
(ポリフェノール)

機能性成分を活かした加工食品や料理メ
ニューを開発し、健康ブランドとしての京野
菜の需要拡大を図るとともに、消費者の機
能性への関心を高め、健康を増進
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「スポーツ」×「健康」による新たなヘルスケア産業の創出
 官民が連携・協働して、スポーツツーリズムの需要拡大・定着化を目指す、「スポーツツーリズム・
ムーブメント創出事業」を実施。

 通勤時間や休憩時間等を活用して「歩く」ことを促進する「FUN+WALK PROJECT」等を開始。

○普段の生活から気軽に取り入れることのできる「歩く」に着目し、「歩く」に「楽しい」を組み合わせることで、自然と「歩く」習慣を身につけてもらうことを目的としたプロジェクト。
○平成29年度は、ビジネスパーソン向けのシンボリックな活動として、「仕事」と「ファッション」を包含する「歩きやすい服装」（FUN+WALK STYLE)」での通勤を推進。
通勤時間や休憩時間、昼休み等の隙間時間を活用して、スポーツのきっかけづくりを図った。

【FUN＋WALK PROJECT】 （再掲）

【スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業】

○スポーツツーリズムに関する国内外マーケティング調査

○スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会
旅行、運輸、スポーツ用品、アウトドア、流通等、スポーツツーリズム関連企業14社とともに、「スポーツツーリズム需要拡大のための
官民連携協議会」を開催。協議会の議論及び前述の調査結果を元に、今後の推進の指針とする「スポーツツーリズム需要拡大
戦略」を策定。

○アウトドアスポーツのプロモーション

○スポーツ文化ツーリズムの推進
各地域のスポーツと文化芸術資源を結び付けて、新たに生まれる地域・日本ブランドを確立・発信し、国内外からの観光客の増加
や国内観光の活性化を図り、日本及び地域経済の活性化を目指すこととしている。H29年度は、優れた取組と今後有望な取組
の発掘のため、「マイスター部門」、「チャレンジ部門」の２部門で募集。全29件の中から5件を決定、11/22開催「スポーツ文化
ツーリズムシンポジウム2017」において表彰した。

国内及び海外7か国・地域（中国・韓国・台湾・香港・米国・タイ・オーストラリア）を対象に、日本国内でのスポーツツーリズムに
関わる動向・ニーズ調査を実施し、結果をスポーツ庁WEBサイトで公表。

日本国内で体験可能なアウトドアスポーツの魅力と多様性を伝えるWEB特集ページをレジャー情報サイト「アソビュー」内に設置。
カヌー選手である羽根田卓也さんのレジャースポーツ体験記事や、多様なアウトドアスポーツの紹介等を掲載。

↑ 【2017年8月31日】
第1回官民連携協議会

↑ 【2017年11月22日】
「スポーツ文化ツーリズムアワード2017」

【スポーツエールカンパニー】 （再掲）
○「働き盛り世代」のスポーツの実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、社員の健康増進のためにスポーツの実施に向けた積極的な取
組を行っている企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度を創設した。

スポーツ庁提出資料
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ヘルスツーリズムに関する地域の取組を支援
 地域資源を活用したヘルスツーリズム（沖縄県石垣市）

観光庁提出資料

 サイクルを活用したヘルスツーリズム

 マラソンを活用したヘルスツーリズム

(1) 亜熱帯産の植物のひとつであるモリンガを用いたエステ素材を開発。
(2) 乾燥技術による粉末素材の開発を行い、石垣産フルーツの乾燥品を水に浸

漬・抽出したデトックスウォーターやモリンガクッキーといった試作品を造成。
(3) 今後のビジネス化に向けたモニターツアー（平成29年11～12月）を行い、

(1)の素材を利用したエステ体験、(2)の試作品の試食、参加者に対するアン
ケート調査等を実施。

(1) 外国人サイクリスト受入のためのモニタリング事業を実施。5カ国の外国人サイクリスト（米・蘭・
英・濠・台）を対象に普段のサイクリングの楽しみ方や、サイクルイベントに参加した感想のヒア
リングを行った（29年9月／山梨県）。

(2) 日常的なサイクリスト受入のため、地元ガイド育成事業を実施。加盟自治体と連携して、セミ
ナーやガイドツアーを行った（29年10月／東京都、30年2～3月／静岡県）。

(1) 成功事例共有の場としてマラソンサミットを開催。ただ走るだけではなく、地方の特産品や観光
地と連携した「観光型マラソン」の成功事例を紹介するなど、地域振興との関わりや大会成功の
秘訣について周知啓蒙（30年1月）。

(2) 新聞告知・号外紙作成をはじめ、各大会とのコラボ企画や共同ホームページの立ち上げ等を通じ
て共同プロモーションを実施。ツーリズムEXPO（29年9月）や東京マラソンEXPO（30年2月）
等へのイベント出展も実施し、観光客の誘客を促進。
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事務局説明資料①
（生涯現役社会実現に向けた環境整備に関する

検討会からの報告について）

平成30年4月11日
経済産業省 商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

【参考資料】
次世代ヘルスケア産業協議会
第９回新事業創出WG資料２
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検討した論点

• 「生涯現役社会」の実現に向けた、予防に着目した環境づくりが必要。昨年度の議論で
は、主要な疾患（生活習慣病、がん、フレイル・認知症）について、１次・２次・３次
予防でどういった取り組みが考えられるか、整理したところ。

• 今年度は、それぞれについて、将来の疾患推移や医療費・介護費への影響等の直接
的インパクト、労働人口等の間接的インパクト等の観点から議論。

• 検討会においては、特に以下の点について議論。
① アカデミアでの将来疾患推移分析に基づいた試算に基づき、予防に関する

取組を行った場合の、疾患者数や医療費・介護費へのインパクト

② 予防に関する取組の間接的インパクトについて、検討すべき論点の整理（消
費、労働力人口、機会損失など）

③ 昨年度整理を行った各予防分野における打ち手について、先行的な取組か
ら得られる示唆

④ 病気になってからも人生の最終段階まで幸福度を維持・向上するための方
策
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１．直接インパクト（疾患者数、医療費・
介護費）の試算結果
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予防の投資効果（医療費・介護費）について（試算結果概要）
• 国民の健康状態が動態的に変化する（例：X歳のがん発生率：a%(2000年)→b％(2020年）
ことを前提とした新たな分析（内閣府ImPACTプロジェクト東京大学橋本英樹教授）を活用。各疾
患分野における予防対策を行った場合の60歳以上の医療費・介護費を試算（下記）。

試算結果
生活習慣病（一次予防） 130億円↓（医療費）
生活習慣病（二次・三次予防） 620億円↓（医療費）
がん（一次予防） 360億円↑（医療費）※２

フレイル・認知症（一次予防） 320億円↓（医療費）
+ 3.2兆円↓（介護費）

予防を行った場合の2034年の60歳以上の医療費・介護費※１への影響

（参考）現状維持した際の60歳以上の医療費・介護費の推計結果
医療費：2013年：約19.5兆円 → 2022年：約20.8兆円 → 2034年：約21.5兆円 → 2046年：約20.0兆円
介護費：2013年：約9.6兆円 → 2022年：約12.5兆円 → 2034年：約14.5兆円 → 2046年：約13.8兆円
• 医療費・介護費の将来推計は、インフレや技術高度化による増加要因（医療費では過去年1~3％程度で推移）は含まない前提。仮に年率

2%で増加した場合、20年後には約1.5倍に増加。

※１ 介護費については、フレイル・認知症の一次予防を行った場合について、試算を実施。
※２ がん一次予防は2034年でがん患者を約4万人程度減少させるが、その他疾患に関連した医療費が増加するため、全体としては増加。
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２．間接インパクト（労働力、消費へのイン
パクト）の評価
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健康への不安度と就労状況
 高齢者においては、健康状態への不安と働いている人の割合が相関することがわかっている。また、高
齢者世帯のみならず、いずれの世帯においても、勤労者世帯のほうが勤労者世帯以外に比べ、消費
支出額が多いことがわかっている。

 したがって、働く高齢者が増えると、消費市場が拡大することが示唆される。

年齢 健康状態への不安 働いている人の割合

15歳以上
64歳以下

全く不安を感じない

77%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 74%

65歳以上
74歳以下

全く不安を感じない

42%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 33%

75歳以上

全く不安を感じない

20%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 12%

健康状態への不安別 働いている人の割合 勤労の有無別の消費支出額の比較
（万円）

＜出典＞経済産業省 平成27年度政策評価調査事業（日本経済の中期的な変革とリスクに関する調査）を一部加工
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6,928 6,693 6,445
6,928 7,125 7,282

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2015 2020 2025
成り行き 政策実行

高齢者の就労のインパクト
 「全く不安を感じない」、「あまり不安を感じない」、「多少不安を感じる」の65～74歳の高齢者が、現
役世代（すなわち、15～64歳）並みに働けるようになり、同様の不安を感じる75歳以上の高齢者
が、65～74歳以下並みに働けるようになる環境を整備した場合、2020年の労働力は約430万人
増加、2025年には約840万人増加する。

年齢 健康状態への不安
働いている人の割合

（成り行き）
働いている人の割合

（政策実行）

15歳以上
64歳以下

全く不安を感じない

77% 77%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 74% 74%

65歳以上
74歳以下

全く不安を感じない

42% 77%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 33% 33%

75歳以上

全く不安を感じない

20% 42%あまり不安を感じない

多少不安を感じる

とても不安を感じる 12% 12%

健康状態への不安別 政策実行シナリオにおける働いている人の割合 労働人口の推移
（万人）

＋約430万人
＋約840万人

1,0391,039
1,0551,487

1,008
1,845

65歳以上
＜出典＞経済産業省 平成27年度政策評価調査事業（日本経済の中期的な変革とリスクに関する調査）を一部加工
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高齢者の就労に伴う消費へのインパクト
 高齢者の労働により、2025年に約840万人の労働力が増加した場合、1.8兆円の消費の押し上
げ効果が期待される。

 2025年までの10年間では、累積約10兆円の消費増が見込まれる。

消費市場の推移 成り行きと環境整備シナリオの差分

158.2158.0157.8157.6157.4157.2
156.7

156.1
155.6

155.0
154.4

158.2158.2158.2158.2158.2158.1
157.8

157.4
157.0

156.6
156.2

150.0

152.0

154.0

156.0

158.0

160.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

成り行き 政策実行
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1.8 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.8兆円の
押し上げ効果

（兆円） （兆円）

10年間で
累積約10兆円の消費増

※2015～2020年、2021～2025年は、線形推移とした

＜出典＞経済産業省 平成27年度政策評価調査事業（日本経済の中期的な変革とリスクに関する調査）を一部加工
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何人の現役年代で高齢者ひとりを支えられるか一定の仮定を置いた推計

現役世代で６５歳
以上を支える場合

（人）

（年）資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）」（出生中位・死亡中位）

現役世代で６５歳以上を
支える場合※１

高齢者の実態に則して
推計した場合※２

２０１７年 ２０５０年 ２０１７年 ２０５０年

支える側(A) 6,981万人 4,873万人 8,477万人 6,077万人

支えられる側(B) 3,516万人 3,841万人 2,020万人 2,636万人

A/B 2.0 1.3 4.2 2.3

※１：支える側は２０ー６４歳の男女。支えられる側は６５歳以上の男女。

※２：秋山弘子（東京大学特任教授）「全国高齢者２０年の追跡調査」を
基に、高齢者の実態に則して、以下の通り「支える側」「支えられる側」を推計。
【支える側】２０－６４歳までの男女及び６５ー７４歳の男女のうち高い自立
性を保っている人（男性の８１％、女性の８８％）。
【支えられる側】７５歳以上の男女及び６５－７４歳の男女の一部（男性の１
９％、女性の１２％）

高齢者の実態に則して
推計した場合

 2017年は、現役世代2人で1人の高齢者を支えている。今後、同じように現役世代で65歳以
上を支えていく場合、2050年には1.3人で1人の高齢者を支えることになる。

 65歳以上の方が、実像にあわせて自立した場合、2050年であっても、2.3人で1人を支える社
会が実現できる可能性もある。

高齢者の実像を踏まえると、支えられる側から支える側に回ることができる
のではないか



48

３．先進事例の紹介
以下の有識者、自治体にヒアリングを実施

・近藤克則（JAGES、千葉大学）

・藤原佳典（東京都健康長寿医療センター研究所）

・飯島勝矢（東京大学高齢社会学総合研究機構）

・久野譜也（筑波大学）

・日本看護協会・美浜町

・呉市

・大牟田市

※敬称略
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【 生活習慣病（保健事業等） 】
 地域住民の繋がりが強いこと
－ 口コミにより取組が普及・定着。自治体主導の事業でも自主活動として継続する可能性が高い。

 小学校区等の小地域ごとに保健師を配置したこと
－ 同一市区町村内でも地域の特性は多種多様で、ニーズや課題も異なる。顔が分かる関係の構築も重要。

 会議の場で住民に積極的に発言してもらうこと
－ 積極的に発言してもらうことで責任感が生まれ、自分事化される。

 定期的に報告会を開催して、成果を実感してもらうこ
－ 数値や診断ツールを活用して成果を分かりやすく共有。達成感も住民と共有。

 アカデミアとうまく連携すること
－ 大学の先生とwin-winの関係を構築。

 地域の伝統をうまく活かしながら健康になってもらうこと
－ 地域の特産物を活かす形で、身体に良い食品をメーカーと共同開発。

【 フレイル・認知症（社会参加促進等） 】
 アクセスの良い拠点を多数作ること
－ 自宅・拠点間の距離と参加率は密接に関係。多くの住民が徒歩15分で通えるよう集いの場を計画的に配置。

 様々なコンテンツを充実させること
－ 健康というキーワードでは関心層しか集まらない。多種多様な高齢者のニーズに応える選択肢を用意。

ヒアリングから得られた示唆 １次予防 －集団へのアプローチ－
• 対象者の多くは健康な住民であり、効果の発現に長期間を要するため、継続的な取組とすること
が重要。

• 保健事業では住民を巻き込み自分事化させることで健康意識を定着させること、社会参加促進
ではアクセスの良さ・コンテンツの充実がポイント。
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ヒアリングから得られた示唆 2次・3次予防 －個人の生活習慣改善－

【 参加者 】
 実現可能な目標を自身で設定してもらい、成功体験を重ねる。
 目標達成時には、すごく褒めること。かかりつけ医にも褒めるように依頼。
 かかりつけ医・保健師等の関係者と良好な関係を築き、この人たちは裏切れないと思ってもらうことで、
事業終了後も健全な生活習慣が定着。

【 かかりつけ医 】
 保健師・管理栄養士等が、多職種連携が困難なかかりつけ医の治療方針をサポートする立て付けと
したこと。

 月に１度、プログラム内容の相談、成果報告を実施。
 やりっぱなしにしないこと。かかりつけ医と検査データ等を共有することで、喜びを実感。

【 地域の関係者 】
 定期開催する市町村の連絡会議を通じて、医師会・歯科医師会・薬剤師会の３師会と良好な関係
を構築。

• 対象者が疾病リスク者・罹患者であり一人当たり投資額が大きい。適切な生活習慣を定着させて、
事業終了後も効果を持続させることが重要。

• 参加者のほか、かかりつけ医・地域の関係者等の各関係プレイヤーのモチベーションの維持・向上
がポイント。
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４．幸福度・人生の最終段階における医療・
ケアについて
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人生の最終段階（「完成期」）に関する検討課題
• 高齢者の健康状態等が多様化している中で、人生の最終段階（「完成期」）における
過ごし方に対する個人・家族のニーズも多様化。

• 公的医療・介護システムでの医療・ケアに加えて、多様なニーズを踏まえた保険外サービ
スの役割についても今後検討を進めていく必要があるのではないか。
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幸福度と健康の関係性
• 幸福度に影響を与える項目は、年代や性別によっても異なるが、高齢者は「健康」を最
も重視。予防を通じた健康増進は幸福度の向上に貢献可能。

• 今後は、病気になっても、幸福度を維持・向上できるような方策についても検討する必
要があるのではないか。

出典：内閣府「幸福度に関する研究会報告」（平成23年12月5日幸福度に関する研究会）

幸福度を判断する際に重視する項目（男女年齢階層別上位５位）
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人生の最終段階における医療・ケアに関する論点の現状
• 人生の最終段階における医療・ケアについては、2000年代後半から、日本でも「意識」、
「判断基準・制度」は変化。今後は、「選択肢」を、産業界も含め検討を進める必要。

• さらに、人生の最終段階における「医療・ケア」のみならず、可能な限りその人らしい「生
活」を安心して送るための選択肢を増やしていくことが重要ではないか。

出典：経済産業省 平成25年度総合調査研究 「社会保障の持続と経済成長の両立に係るマクロ計量モデルと 先進取組事例に関する調査研究」を加工

①人生の最終段階に関する「意識」の高まり

②人生の最終段階での「判断基準・制度」
の整備

• 2006年の人工呼吸器取り外し事件を機に、人生の最終
段階における医療・ケアに関する倫理的課題が顕在化。

• 人生の最終段階における過ごし方に関する個人の意識は
徐々に多様化。

• 最期を迎える場所や、医療に対するニーズ、リビングウィル等
に関する議論も増加。

→ 医師や国民が主導的な役割

• 2007年に厚生労働省が検討会を開催し、人生の最終
段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインを
策定。現在、改訂に向けた作業中。

• 医師会や学会においてもガイドライン等を策定。

→ 厚生労働省、医師会、学会が主導的な役割

③選択肢の多様化
• 選択肢がない（わからない）ので、人生の最終段階の過
ごし方について、本人も家族もイメージすることが難しい。

• 民間でも、在宅医療のサポート等のサービスが徐々に出
てきているが、選択肢はまだ少ない状況。

• 選択肢に持続性があることも重要。

→ 国民、医療関係者、産業界で連携して実現
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日本における人生の最終段階を支えるサービス先進事例
• 日本での人生の最終段階における医療・ケアが抱える課題に対し、高齢者向けの住宅
事業者や訪問介護サービス提供事業者などが、解決策として先進的なサービスを提供。

出典：経済産業省 平成25年度総合調査研究 「社会保障の持続と経済成長の両立に係るマクロ計量モデルと 先進取組事例に関する調査研究」
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本年度の議論のまとめ
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• 予防に関する取組について、疾患者数や医療費・介護費に対するインパクトのシミュレー
ション可能なモデルを構築。

• 短期的には、二次予防や三次予防は医療費の適正化に貢献（例：糖尿病対策）。
中長期的には、一次予防の効果が増加すると推定。

• （継続して取り組む予防は重要であるが、）日常生活等を構造的に変える「０次予
防」といえるような取組（例えば就労や町づくり等）が重要。

• フレイル・認知症予防による介護費へのインパクトは、非常に大きい（介護期間の短縮
化や、重症化の先延ばし等が要因と推定）。

• 「予防により寿命が延びることで医療費に負の影響を与えるのではないか」という懸念につ
いては、①予防による健康増進は個人の幸福度の向上につながるとともに、②健康に働
く高齢者の増加による労働力・消費に与える間接的インパクトのポテンシャルの大きさも
加味すると、予防を推進する社会的意義は高い。

• 国民の幸福度については、基本的には健康増進により増加すると推測。併せて、病気に
なっても、病気とともに生きる際の生活を支える選択肢を増やす取組が必要。

• 高齢者は健康状態や置かれている環境などが多様化しており、QOL（生命、生活、人
生）向上に向け、それぞれのニーズを踏まえた選択肢を、公的保険外サービスの活用を
含め検討していくことが必要。

本年度の議論のまとめ
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橋本専門委員説明資料

－ 将来疾患者数等の試算 －

参考資料
（生涯現役社会実現に向けた

環境整備に関する検討会提出資料）

平成３０年３月１４日
橋本英樹（東京大学医学系研究科）

※無断転載を禁ずる
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Future Elderly Model (FEM) とは
 米国の経済学者（Goldman, et al. 2003)らが開発した将来医療介護・社会保障費シミュレーターモデル

 今回の日本のデータ事情に合わせて改編し、国民生活基礎調査・人口動態調査個票を用いた偽パネルデータ
で、生まれコホート（3年区分）性別ごとに複数疾患の併存の全パターンについて有病率・発生率・死亡退出の
動的平衡状態を推計するモデル。

 心臓病（虚血性心疾患）、糖尿病、脳卒中、高血圧、高脂血症、悪性新生物（全部位）、慢性呼吸器疾
患、筋骨格系疾患、感覚器（耳・眼）、慢性腎疾患、その他器質性疾患、うつの12種類の疾患の併存症組
み合わせに対応している。

 既存の推計モデルに比べ、個人リスクを一人ひとり推計するため、高齢者の特徴である併存疾患の状況や、個人
レベルでの罹患・死亡確率を操作できる点が特徴。
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考えられる打ち手

１．生活習慣病
－糖尿病
－高血圧

意識啓発等
①幼少期からの教育
②職域での啓発
環境づくり
③ヘルスケアポイントの社会実装
④意識することなく健康を維持できる製品・
サービスの普及促進

⑤市民がよく歩くまちづくり

一次予防
行動変容（運動・食事習慣の改善）促進
⑥職域での健診の受診勧奨
⑦職場での病院への受診勧奨
⑧職場での特定保健指導の徹底
⑨ウェアラブル端末等を用いた密な指導の実施

(軽症者対象)
⑩遠隔等による通院アクセスの改善
⑪健診受診へのインセンティブ措置

二次予防

２．がん

意識啓発等
①小中学校でのがん教育実施
環境づくり（禁煙・受動喫煙防止対策の推進）
②公共の場所での喫煙制限
③たばこ税増税
生活習慣病予防に関する意識啓発等・環境づくり
【再掲】

一次予防

がん検診受診率向上
④職域でのがん検診実施
⑤検診受診へのインセンティブ措置

二次予防

３．フレイル
・認知症

一次予防

家庭・企業等・地域での社会的対応
⑥地域における早期発見・相談体制の整備

二次予防

行動変容（運動・食事習慣の改善）促進
⑫ウェアラブル端末等を用いた密な指導の
実施(重症者対象)

三次予防(QOL向上を含む)

抗がん剤使用の適正化
⑥コンパニオン診断薬の活用促進
緩和ケア推進
⑦緩和ケア推進に向けた体制整備
在宅ケア推進
⑧在宅ケア推進に向けた連携体制整備

三次予防(QOL向上を含む)

社会参加促進
（居場所・役割の創出、自立支援）
⑦自立支援介護の促進

三次予防(QOL向上を含む)

意識啓発等
①小中学校や職場等での認知症への理解深化
②口腔ケアの重要性の理解深化と普及促進
環境づくり(家庭・企業等・地域での社会的対応)
③高齢者が出歩けるまちづくり
④可能な限り長期にわたる役割(就労等)継続
⑤「仕事付き高齢者向け住宅」の社会実装
生活習慣病予防に関する意識啓発等・環境づくり
【再掲】
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調査方法

「公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 -文献データベース-」に収録の論文：2,039本

糖尿病・高血圧に関する論文のうち、
何らかの数値が記載されているもの：57本

有症率・発症率に関する数値が
記載されているもの：7本

がんに関する論文のうち、
何らかの数値が記載されているもの：25本

有症率・発症率に関する数値が
記載されているもの：2本

有症率・発症率に関する数値が
記載されているもの：7本

 打ち手に関連する事例について、論文検索、およびウェブ検索を実施した。
 論文検索の結果を以下に示す。

 ウェブ検索は、打ち手に関するキーワード検索を行った。

フレイル・認知症に関する論文のうち、
何らかの数値が記載されているもの：26本

社会参加について比較し、
分析しているもの：2本

運動について比較し、
分析しているもの：6本

発行年が2010年以降で絞りこみ
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推計対象の選定
 論文検索、ウェブ検索の結果、以下に示す5つのシナリオを推計対象とした。

 なお、推計結果は、論文や事例等で発表されている数字が、どんな場合も健康プログラムの効果として出ると仮
定した場合のものである。

 健康プログラムは、各種条件によって効果が変わることがあるが、それらのブレは無視して推計している。すな
わち、今回の推計健康プログラムの効果そのものを評価したわけではない。

１）運動による
糖尿病発症抑制モデル

２）重症化
予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる

糖尿病重症化予防ﾓﾃﾞﾙ

３）5つの健康習慣の
実施による

がんの発症抑制モデル

４）ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝの設置に
よる介護予防モデル

• 運動の実施により、糖尿病の発症率
が5年で30%減少する。

• 論文検索より、日本で行われたコ
ホート研究を参考に数値を抽出。

• 糖尿病がある状態から腎疾患発症に
移行する割合が、7.9%から1.8%に
下がる（ハザード比を0.5と想定して
推計）。

• 呉市の事例を参考に数値を抽出。

• がんになるリスクが、5年で男性が
43%、女性が37%低くなる。

• 国立がん研究センターの研究を参考
に数値を抽出。

• ADLが低い人と外出困難な障害の人
の発生率を半減できるとして推計。

• 武豊町の事例を参考に数値を抽出。

【参考】複数疾患の
同時抑制モデル

• 糖尿病、高血圧、高脂血症、外出困
難な障害の人の発症率が1年でそれ
ぞれ10％減少する。

• 今後の取り組みのKPIを検討するに
あたり、実験的に数値を設定。

1. 生活
習慣病

2. がん

3. ﾌﾚｲﾙ・
認知症

1. 生活
習慣病

1. 生活
習慣病

3. ﾌﾚｲﾙ・
認知症

1次

2次

1次

1次

1次

※ ハザード比とは、臨床試験などで使用する相対的な危険度を比較する方法。ハザード
比が1であれば、2つの群に差はなく、ハザード比が1より小さいほど効果があるということを示す。
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１）運動による糖尿病発症抑制モデル 参考とした論文・事例

 糖尿病に罹っていない26628名(うち、女性3421名)の労働者を、自己申告に基づく調査票によって身体活動を評価した。

 身体活動は、運動強度(3-≦6メッツ、>6メッツ)と、週当たり運動量(0メッツ時、>0-<7.5メッツ時、7.5-<15.0メッツ時、
≧15.0メッツ時)で分類した。

 平均5.2年の追跡期間中に、1770名が2型糖尿病に罹患した。中強度および高強度の運動を実施していた群のハザード比
(95%信頼区間)は、週当たり運動量7.5メッツ時未満では0.70、7.5から15.0メッツ未満では0.57、15.0メッツ時以上で0.76
であった。

Honda Tほか, BMC Public Health, 15, 1004（2015）

 男女26,168名を対象に、1994年から2005年まで追跡調査を行った。余暇時間身体活動状況について、Hard:汗や息切れ
を伴う活動を3時間/週以上、Moderate:軽強度の活動を3時間以上もしくは、汗や息切れを伴う活動1～2時間、Inactive:
軽活動<3時間/週に分類した。

 男性のみにおいて、余暇時間身体活動のInactiveグループはHardグループと比較すると、糖尿病発症リスクが1.69(95%信頼
区間:1.12-12.55)と有意に上昇することが明らかとなった。

Joseph Jほか, JPH: Scandinavian Journal of Public Health, 38, 768-775（2010）

 35,754人の健康な女性(平均62.6歳,47.0-97.8歳)を対象とし,2014年まで平均10.7年の追跡を行い、2120例のII型糖
尿病が確認された。

 筋力増強運動を全く実施していない女性に比べて,何らかの筋力増強運動を実施していた女性は,II型糖尿病を発症するリスクが
30%低かった(ハザード比=0.70,95%信頼区間=0.61-0.80)。

Shiroma EJほか, Med. Sci. Sports Exerc., 49, 40-46（2017）

※上記のほか、複数の論文で、運動により糖尿病の発症率が3～4割程度減少するといったものが見受けられた。
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インパクト推計結果
【想定したシナリオ】糖尿病の発症率が5年で30%減少する。

 打ち手を実行した場合は、成り行きに比べ、 2034年で患者数が6万人程度減少することがわかった。

 糖尿病については「完治」を見込んでいないため、発症率が下がっても累積患者数としては大きな影響とならない。

 他の疾患有病者数には大きな影響は出ない（糖尿病がリスクとなる心臓病・脳卒中などはすでに低下傾向にあ
り、思ったほどの影響は見られなかった）

2013年
2034年

成り行き 打ち手実行

がん 1,302 1,381 1,383

外出困難な障害の人 5,481 7,188 7,189

脳卒中 1,890 1,779 1,780

ADLが低い人 5,759 7,680 7,680

心臓病 2,841 2,667 2,666

慢性腎疾患 1,096 1,416 1,415

高血圧 17,487 21,801 21,799

慢性呼吸器疾患 2,091 2,350 2,347

糖尿病の患者数推計（左：男性、右：女性） 他の疾病等の患者数への影響（単位：千人）
（万人）

-3万人

-3万人

医療費の適正化金額は、2034年で当初推計21兆4500億から130億円程度削減効果（-0.06%程度）
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 広島県呉市では、糖尿病性腎症患者で生活習慣の改善等により重症化（人工透析導入等）予
防が期待される対象者をレセプトデータ等から抽出。かかりつけ医との連携の下、保健指導を実施。

 プログラムの対象者は、糖尿病性腎症のステージが第3期A・第3期B・第4期前半の者で、1年あたり
約1,500人。そのうち、2010～2016年で計453人に提供。

 2010～2016年の累計で、透析移行確率は、プログラム提供者で1.8%、プログラム非提供者で
7.9%であった。

【出典】内閣府「歳出効率化に資する優良事例の横展開のための健康増進・予防サービス・プラットフォーム」中間報告(平成27年12月7日)、ヒアリングより作成

２）重症化予防ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる糖尿病重症化予防ﾓﾃﾞﾙ
参考とした論文・事例

人数
透析

移行者数
透析

移行確率

プログラム
提供者

452 8 1.8%

プログラム
非提供者

1,500 118 7.9%
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インパクト推計結果
【想定したシナリオ】 糖尿病がある状態から腎疾患発症に移行する割合が、7.9%から1.8%に下がる（ハザード比
を0.5と想定して推計）。

 打ち手を実行した場合は、成り行きに比べ、 2034年で腎症有病患者数が6万人程度減少することがわかった。

 腎症への移行が抑制された結果、「糖尿病」患者の生存率が改善し、「糖尿病」の有病者数としては若干の増加。
その他の疾患には影響は見られない。

2013年
2034年

成り行き 打ち手実行

糖尿病 6,246 7,811 7,827

高血圧 17,487 21,801 21,811

ADLが低い人 5,759 7,680 7,688

外出困難な障害の人 5,481 7,188 7,194

がん 1,302 1,381 1,385

脳卒中 1,890 1,779 1,779

心臓病 2,841 2,667 2,666

慢性呼吸器疾患 2,091 2,350 2,349

+16

腎疾患の患者数推計（左：男性、右：女性） 他の疾病等の患者数への影響（単位：千人）
（万人）

-4万人

-2万人

医療費の適正化金額は、2034年で当初推計21兆4500億から620億円削減効果（-0.2% 程度)
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3）5つの健康習慣の実施によるがんの発症抑制モデル
参考とした論文・事例

 国立がん研究センターでは、日本全国の11の保健所の協力を得て、年齢40歳から69歳（調査開始時点）の
男女、総計140,420 人を対象に、生活習慣とがんの罹患についての追跡調査を実施。

 その結果、 「禁煙」「節酒」「食生活」「身体活動」「適正体重の維持」 の5つの健康習慣を実践する人は、0また
は1つ実践する人に比べ、男性で43％、女性で37％がんになるリスクが低くなるという推計が示された。

【出典】国立がん研究センター「がん情報サービス 科学的根拠に基づくがん予防」より作成

5つの健康習慣とがんになるリスクの相関関係
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インパクト推計結果
【想定したシナリオ】 がんになるリスクが、5年で男性が43%、女性が37%低くなる。

 打ち手を実行した場合は、成り行きに比べ、 2034年で「悪性新生物」患者数が4万人程度減少する。

 「高血圧」、「ADLが低い人」、「外出困難な障害の人」「糖尿病」、「心臓病」は、数万人レベルで患者数が増え
る。

 がんが抑制された結果、生存年数が延長し、他の疾患の有病者が増える結果、医療費としてはわずかに増額す
る見込み。

がんの患者数推計（左：男性、右：女性） 他の疾病等の患者数への影響（単位：千人）
（万人）

-3万人

-1万人

医療費の増加額は、2034年で当初推計21兆4500億から360億円増（＋0.1%程度）

2013年
2034年

成り行き 打ち手実行

高血圧 17,487 21,801 21,887

ADLが低い人 5,759 7,680 7,729

外出困難な障害の人 5,481 7,188 7,230

糖尿病 6,246 7,811 7,840

心臓病 2,841 2,667 2,681

脳卒中 1,890 1,779 1,788

慢性呼吸器疾患 2,091 2,350 2,358

慢性腎疾患 1,096 1,416 1,422

+86

+48

+42

+29

+14

+9

+8

+6

増
加
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• JAGES（日本老年学的評価研究）プロジェクトは、健康長寿社会を目指した予防政策の科学
的な基盤づくりを目的とした研究プロジェクト。全国の約40の市町村と共同し、30万人の高齢者
を対象にした調査を実施。

• 愛知県武豊町では、住民に対するプログラムとしてコミュニティサロンを開発し、地域の高齢者の社
会的交流の機会を提供。

• 追跡調査の結果、要介護認定率・認知症発症率ともに、非参加群と比較して、サロン参加群で
有意に低下。要介護認定率：6.３％抑制(5年間)、認知症発症率：3割減少(7年間)

 2007年から2012年ま
での5年間の要介護認
定率を参加群と非参加
群で比較

 5年間で要介護認定率
が6.3％抑制

 2007年から7年間追跡
認知症度ランク以上の
要介護認定を受ける確
率を参加群と非参加群
で比較

 サロン参加群で認知症
発症３割減少

【認知症発症】【要介護認定率】【武豊町コミュニティサロン事業】

【出典】千葉大学 近藤教授説明資料より作成(松戸市HP）

4）コミュニティサロンの設置による介護予防モデル
参考とした論文・事例
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インパクト推計結果
【想定したシナリオ】ADLが低い人と外出困難な障害の人の発生率を半減できるとして推計

 打ち手を実行した場合は、成り行きに比べ、 2034年でADLが低い人が216万人程度、外出困難な障害の人
が218万人程度減少することがわかった。

 「認知症」有病患者数で顕著な減少波及効果があるとわかった。

患者数推計（左からADLが低い人、外出困難な障害の人） 他の疾病等の患者数への影響（単位：千人）
（万人）

-216万人 -218万人
2013年

2034年

成り行き 打ち手実行

がん 1,302 1,381 1,385

慢性呼吸器疾患 2,091 2,350 2,348

慢性腎疾患 1,096 1,416 1,414

脳卒中 1,890 1,779 1,777

心臓病 2,841 2,667 2,660

糖尿病 6,246 7,811 7,795

高血圧 17,487 21,801 21,775

認知症 4,620 6,124 5,056

+4

成り行き 打ち手実行

-1

-2

-6

-16

-25

-1,068

医療費の適正化金額は、2034年推計21兆4500億円で320億円減少（-0.15%程度) 
介護費の適正化金額は、2034年推計11兆2000億円で3.2兆円減少(-28%程度）
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インパクト推計結果

成り行き 打ち手実行

患者数推計（左から糖尿病、高血圧、高脂血症、外出困難な障害の人）
-13万人 -40万人

-41万人

他の疾病等の患者数への影響（単位：千人）

2013年
2034年

成り行き 打ち手実行

がん 1,302 1,381 1,385

認知症 4,620 6,124 6,125

脳卒中 1,890 1,779 1,779

慢性腎疾患 1,096 1,416 1,416

心臓病 2,841 2,667 2,666

慢性呼吸器疾患 2,091 2,350 2,348

ADLが低い人 5,759 7,680 7,677

+4

-1

-4

医療費の適正化金額は、2034年推計21兆4500億円で530億円削減効果（-0.2%程度）

-35万人

+1

【想定したシナリオ】糖尿病、高血圧、高脂血症、外出困
難な障害の人の発症率が1年でそれぞれ10％減少する。

 打ち手を実行した場合は、成り行きに比べ、 2034
年で糖尿病、高血圧、高脂血症の患者数、外出困
難な障害の人がそれぞれ数十万人減少する程度。

 いずれも「完治」が見込みにくいことから発症率を下げ
ても、累積で有病者数への影響は顕著となりにくい。
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