
  

次世代ヘルスケア産業協議会 健康投資ワーキンググループ（第 22回） 議事要旨 

 

日時：令和元年 12月 19日（木）13:00～15:00 

場所：経済産業省本館 17階西 3国際会議室 

 

出席委員： 

森座長、今村委員、岡田委員、栗原委員、小松原委員、鎮目委員、渋澤委員、髙﨑委員、

辻委員、藤野委員、古井委員、松下委員、浅野専門委員 

 

議題 

１．健康・医療戦略について 

２．健康経営顕彰制度について 

３．アクションプラン 2019の進捗を踏まえたアクションプラン 2020の方向性について 

 

議事要旨 

＜１．健康・医療戦略について＞ 

 質問、意見等の発言無し。 

 

＜２．健康経営顕彰制度について＞ 

後期高齢者支援金の加算・減算制度との関係について 

 2014 年に閣議決定された成長戦略で初めて健康経営が位置付けられた際には、経

営者に対するインセンティブが主軸であったことから、経営者が従業員に対して行

っている取組をより重点的に評価することが必要である。コラボヘルスは重要であ

るものの、保険者の実績によって自社の健康経営の取組が評価されないことは不公

平であり、健康経営本来の主旨から逸脱するのではないか。健康経営度調査の評価

が高い企業であれば健康経営優良法人に認定すべき。（案②の考え方） 

 

 総合健康保険組合のように、企業側が努力しても保険者が条件を満たしていないと

ころがあるが、やはり保険者ではなく企業の取組の方を評価すべき。 

 

 現状、後期高齢者支援金の加算の対象となるのは、総合健保であれば特定保健指導

実施率 2.5％以下の場合なので、特定保健指導をほとんど実施していないと言える

ことから、保険者に対して企業側が実施を促す意図があるかもしれない。しかし今

後、加算の条件が引き上げられ実施の難易度が上がる可能性もあるため、加算対象

の要件自体を見直した方が良いと考える。 



 

 企業側が努力したことを評価するべきであり、案①の方が健康経営顕彰制度の主旨

に近いと考える。 

 

 協会けんぽでは、都道府県支部ごとのインセンティブ制度を導入している。自分の

事業所が頑張っても、他の事業所が原因となって自身か加入する支部のインセンテ

ィブが高くならない場合がある。こういった事業所のモチベーションを上げる必要

性は協会けんぽ独自の課題なので、頑張った事業所についてはきちんと評価するべ

き。 

 

 技術的にどのような条件を設けて対処するかは論点だが、保険者が加算対象であっ

ても、企業側に一定の救済措置を設けるべきという意見が皆の意見と集約できる。 

 

保険者が健康宣言事業を行っていない法人への対応について 

 保険者は健康宣言事業を都道府県単位で実施しており、例えば東京の健保組合は東

京連合会の宣言事業に該当する。その健保組合に加入している事業所は全国にあり、

東京本社の大企業が大分に事業所を持つという例もある。この場合、わざわざ大分

の事業所が東京の宣言事業に参加するという不合理な状況であり、使い勝手が悪い。 

 

 都道府県単位で健康宣言事業の要件が統一されておらず、厳しい県、緩い県があり

不公平感がある。例えば東京都では「銀の認定」を取らないと健康宣言をしたこと

にならず、健康経営優良法人に申請できないが、他県はそのようなハードルが無く

申請できる。企業と健康宣言事業の密着度を高め、都道府県ごとの不公平感を解消

するためには、自治体に健康宣言事業を担っていただく必要があるのではないか。 

 

健康経営優良法人 2021（中小規模法人部門）の新たな冠について 

 健康経営優良法人 2021（中小規模法人部門）の都道府県別認定比率をもとに都道府

県ごとの割付を行う場合、申請数の多い県で先進的な取組をしている企業と、申請

数の少ない県にある企業とで著しく取組レベルの格差が出たときに、平等性や同等

のレベルを担保できるのか。それを担保できる、あるいはバランスが取れるような

仕組みがあれば良い。 

 

 地方では中小企業が多いことから、東京や関西に比べて健康経営が進んでいない。

中小企業版ホワイト 500のような冠を作ると活性化すると思うが、単に 500選とす

ると東京や関西の企業ばかりが選ばれ、地方はさらに廃れてしまうと考える。都道



府県別認定比率に基づく割付だと認定数が固定されていく可能性があるが、例えば

宮城県では健康経営の浸透とともに認定数の増加率が大きく、こういったダイナミ

ズムを取り上げ、各都道府県の法人数のトップ 1％や 5％といった同じ抽出比率で

選定すれば、そこがリーディングカンパニーとして地方における健康経営の牽引役

になるのではないか。また都道府県や経済産業局に役割を担わせると、より健康経

営が推進されると考える。 

 

 投資という観点で見ると、都道府県ごとの割付よりも、全国で統一した基準で評価

した方が良いと考える。まず、認定される企業が一つも無い県ではやる気を失くす

こともあるかもしれないが、逆になぜ我が県は取れなかったのかと発奮を促すこと

もできる。更に、レベルの高い都道府県の企業が多い中でも我が県の企業が認定さ

れた、という誇りになる。基準はきちんと議論する必要があるものの、日本社会で

求められている新陳代謝のことを考えると、統一した基準によって評価されるべき

ではないか。 

 

 都道府県がそれぞれ基準でベスト 10 を選出するような場合には、県によって基準

がずれていても良いが、健康経営はそれぞれの地域によって認定される企業のレベ

ルに大きな格差が発生してはならないので、一定比率での割付は良くない。認定さ

れる企業が一つも無い県では、地域版日本健康会議のような組織が健康経営の取組

をより加速化させるメリットもあり、地方の活性化にもなるのではないか。 

 

 多くの都道府県が健康経営の顕彰を実施しており、健康経営優良法人認定の前段と

している。地域の食文化や資源の有無、医師会との連携といった地域の特徴は、中

央から見ると暗黙知であり、都道府県単位ではそれをうまく拾い上げて顕彰してい

る。既に行われているこういった取組を活かすことが大事である。 

 

 都道府県は主体的に地域職域連携を始めているため、国がその主体性を削がないよ

うな工夫が必要。医師会と地域産業保健センターの連携方法など、中央だけでは見

えない取組を無にしないような拾い上げ方が不可欠である。 

 

 中小企業の健康経営への取組は、まだ成長途中である。一定比率での割付にすると

評価の基準が無くなってしまうので、500選であれば基本的に上位 500位までだと

考える。ただし割付の考え方も残し、各都道府県から最低 1法人は認定される枠を

設け、最大 547選としてはどうか。健康経営が全国的に成長すれば、割付の 1枠を

使う県が無くなり、500に収まると考える。 



 アンケートを取って平均を出し、ウエイトをつけて割り付けるのだろうが、それに

よって特徴的な取組を行っている企業が表彰されることもあると考える。そうした

情報で地域の特徴をすくい上げることは、投資の側面から大切である。 

 

 中小企業版ホワイト 500のような冠を設けること自体には賛成する。地域特性は重

要ではあるが、地域ごとの割付ではなく全体の中で優れた企業が表彰される方が望

ましい。危機感をもって自治体に積極的に取り組んでもらうということが重要であ

り、地域から選出されなかったときにはなぜ出なかったのか、また選ばれた企業は

地域の特性をどのように反映したか、見せ方を工夫するべき。 

 

 この一年で、都道府県版健康会議が８つの府県で開催された。その中で、各地域で

ローカルな基準に基づいたアワード・顕彰を行っているところも多くあるが、アワ

ードを受ける企業は健康経営優良法人認定も受けていることが多い。当たり前のこ

とではあるが、ここで我々が決めている顕彰制度と各地域が決めている顕彰制度は

対立するものではなく、折衷できるものであると考えている。 

 

 基本的な基準は統一しながらも、地域で自走している取組とうまく折り合いをつけ

ていくというまとめであると考える。統一的基準といえども大規模法人部門のよう

に点数が付いているわけではなく、上位 500社の明確な線引きも簡単ではないため、

基準については引き続き検討が必要。 

 

 地方では多くの企業が健康経営を行っているわけではないため、健康経営を行って

いると様々な場に呼ばれて講演等をすることが多く、目立つことにより採用に結び

つくという現象が起きているようである。そのため、都市部だから有利で地方だか

ら不利ということではないようであり、このような実態も踏まえながら制度設計を

するべき。 

 

 認定法人が増えていく中で、500という枠を作っていくことには賛成である。一方

で、今年度も 6,000 社以上の申請がある中で 500 という規模が多いのか少ないの

か、今後認定法人も増えていくことも踏まえどの程度の数の認定をしていくのかも

検討が必要である。 

 

 このテーマは引き続き来年に向けて検討していく必要がある。 

 

 



＜アクションプラン 2019 の進捗を踏まえたアクションプラン 2020 の方向性について＞ 

健康投資管理会計ガイドラインについて 

 健康投資管理会計は株式公開している企業にとって大切であると考える。今年の

春・夏には、日本の一部上場企業の過半数が PBR（株価純資産倍率）1.0 倍を割っ

ていると報じられた。PBR1.0倍割れとはその会社に未来性がない、つまりそこに務

めている経営者、人材の価値がマイナスというシグナルが出ているということだ。

その中で健康投資管理会計が実現したら、もともと日本企業が持っている人材の見

えない価値が可視化でき、素晴らしいシグナルになる。これは世界基準にすべきで

あるし、Well-beingは抵抗なく入る言葉なので、同時に英語でも考えながら世界へ

の発信を意識することが大切である。 

 

 SDGsの文脈では、目指すところは会社の中の健康だけではなく、バリューチェーン

全体の健康になる。売っているものが顧客にとって健康的なのか、取引先・下請け・

原料調達先、すなわちバリューチェーン全体も健康なのか、そこまで健康投資管理

会計の中に取り入れることができれば、ゲームチェンジャーになる可能性がある。

せっかく日本発の考え方を出すのであれば、このようなところも狙ってキャスティ

ングしていくと、SDGs の可視化などの議論に健康投資管理会計が入れると期待し

ている。 

 

 伊藤レポートの価値協創ガイダンス、サステナブルな企業価値創造に向けた対話の

実質化検討会、新ダイバーシティ 100 選などの取組を頑張っている企業はどれも

100社程度、共通している企業が 40社程度であり、例えば健康経営で表彰される会

社はダイバーシティでも表彰され、他の分野にも積極的に取り組んでいる。その一

方で、全く取り組まない企業が多く、取り組んでいる会社とそうでない会社が完全

に分かれてきた。SDGsのあり方、ESGのあり方、健康経営等で企業に対する目線が

上がってきたが、付いて行っている 100社とそうではないその他多数に分かれてい

ることに危機感を覚える。 

 

 PBR1.0 倍を割っている会社が相当数あるというのは、こういった内容を諦めてい

る会社が多いということが原因だと考えるので、どのように啓蒙するかということ

が政策として重要なポイントになるのではないか。 

 

 投資家にはパッシブとアクティブという種類があり、パッシブはインデックス（東

証株価指数や S&P500）をベースに投資をするもの、アクティブはそれぞれの会社の

付加価値を考えながらファンドマネジャーが投資をするものである。残念ながらグ



ローバルにはアクティブが減ってきており、健康経営をベースに付加価値を語る投

資家が減っている。そこで、パッシブに対して SDGs や ESG の考えを運用に入れて

欲しいという流れがあるが、パッシブの手数料・運用フィーが下がってコストをか

けられない状態になっているため、SDGs や ESG 投資をやっているふりをしてごま

かしている状況もある。 

 

 GPIFがリーダー的な役割をとり、全体の付加価値の底上げを考えて SDGsと ESGを

ベースにした投資をしようと別枠を設けていて、ある程度の年金運用の指針になっ

ている。健康経営の投資家への普及を考えると、まずは GPIFに対して SDGsと ESG

の流れとして健康経営も一つの要件にすることを依頼したり、年金の担当者に営業

をしたりすることがとても重要である。 

 

 「伊藤レポート」では、サステナブルな成長が大事であるという議論があった。健

康経営も持続可能な経営に必要である。短期的な経営ではなく、社員の個のパフォ

ーマンスを上げることで長期的にパフォーマンスを上げていくということであり、サ

ステナブルとグロースの二つにかかる非常に重要な概念である。投資家と企業の実

質的な対話に向けた「価値協創ガイダンス」の中では、人的資本の部分で健康経営

に近いことを言っているものの、ダイレクトに健康とは書いていないため、ここに

健康を入れ込むことが大事である。 

 

 健康投資管理会計について、株価のパフォーマンスに効いていることをどこかで示

す必要がある。健康経営に取り組むと株価や業績、個々の給料が上がるという確信

が大事であり、そういった概念を出すことが大事である。一つのアイデアとして、

昨年 NHKが AIを用いて調査したところ、65歳以上の人で健康に一番影響を与えて

いたファクターは読書であったということがあった。自身の経験としては、70歳以

上の健康な経営者で社会に対して良いインパクトを与えている方たちにインタビ

ューをした結果として、一番影響を与えているファクターは健康と散歩ではないか

と感じている。日本にはデータが蓄積しており、株価や ROIに関するデータも沢山

あるため、AIを用いてどのようなファクターが効いているかを出し、その後にどの

ような関連性があるのか分析するということもあり得るのではないか。 

 

複数の企業・保険者間における健康経営の取組について 

 資料 6の 20ページに、産業保健スタッフとかかりつけ医の連携が記載されている。

地域と職域の連携は大切であり、地域職域連携推進協議会の報告もあったとおり団

体と団体が協議して連携していくことは重要だが、一番大切なのは個々のミクロの



関係者がどのように連携を取るかということであるが、これは難易度が高く、簡単

にはいかない。 

 

 経済産業省が考えている実証事業について、具体的な地域や実証モデルの大きさな

どは決定しているのか。 

 ⇒事務局：地区は全国で 2、3 か所程度、予算的な規模は 1 件あたり 1,000 万円

から 3,000万円程度を想定している。 

 

 産業医、産業保健スタッフが従業員に対して、疾病の治療や予防のためにかかりつ

け医に行くことを促した際、かかりつけ医がいない場合があるため、適当に探して

行きなさいということでは全く機能しない。また、受け入れる側であるかかりつけ

医は、こうした仕組みへの理解が十分ではない。そのため、産業医に薦められた従

業員がかかりつけ医の所に来た際に混乱し、何をすべきか分からなくなってしまう

可能性がある。実証事業にあたっては相当の準備と周知を行ってほしい。 

 ⇒事務局：地域職域連携が進んでいる地域にヒアリングをするなどし、他地域の

人たちにも参考になる制度実証のような形で進めていきたい。 

 

 地域職域連携で難しいのは、住んでいる所と働いている所で自治体が違うというこ

とであり、実証を行うのであれば少し広めにやらなければならない。風疹対策の事

業では、既にクーポンが配られている地域と全く進んでいない地域を一緒にしたた

め混乱が発生した。 

 

 厚生労働省が発表した地域職域連携ガイドラインの中で画期的なのは、在勤・在住

の両方をみるということである。その意味では、市町村単位だけではなく都道府県

単位に広げると良い。自治体国保と協会けんぽ都道府県支部を合わせると、約 7割

の住民の健康課題が共有化出来るので、コラボ-コラボヘルスの中で加味してほし

い。 

 

健康経営の国際標準化について 

 健康経営の国際展開は重要なことだが、国際展開ができるようなきちんとしたエビ

デンスを示すスキームがまたできておらず、今の日本の体制で国際展開ができるか

どうか危惧する。 

 

 昨年 OECD が日本の公衆衛生施策を調査し、一次予防として健康経営もレビューさ

れて好意的に紹介されているが、最後に「しかしその効果は明らかではない」と書



かれている。 

 

 エビデンスベースでの国際的なスタンダードの中で、日本のこれまでの取組に関す

るエビデンスがまだ学術誌、アカデミズムにきちんと出ていないのではないか。国

際展開にあたっては、介入パッケージを明確に提示した上でその効果を出し、費用

対効果までを含むランダム化比較試験の実施や実際に出てきたリアルデータの検

証が必要になるが、まだ不十分であると考える。健康経営は量的には広がっている

ものの、表面的な健康経営や認定を得るためだけの健康経営があると聞くことがあ

り、健康経営の効果の検証、質的な評価をあわせて行ってほしい。 

 

健康経営の考え方について 

 当初、健康経営の考え方が出てきたときと比べると、今は幅が広くなっている。当

時は、医師が対応できない従業員を経営者に解決してもらわなければいけないとい

う意見に到達して、健康経営という考え方を打ち出した。 

 

 従業員の職務遂行能力を高めるための教育が企業で十分出来ていないことから発生す

るメンタルヘルス不調に対しては、産業医は対応できず「休みなさい」「薬を飲みなさ

い」ということになってしまっている。糖尿病や高血圧であれば専門医を紹介して治療

を受けなさいと言えるが、職務が遂行できないという方に対して産業医は対応できな

くなってきたので、管理監督者の部下の教え方、育て方、職務としての教育といった経

営者の力が必要になってくるが、最近の健康経営の考え方には入っていない。 

 

 文部科学省のデータを見ると、日本の 60 歳以降の IT 能力は世界トップから落ちてき

ているが、これは IT教育も上辺だけで十分に行われていないからではないか。政府の

調査によると、管理職が部下に求めるものは ITの能力や語学力で、経営者はマネジメ

ント能力を求めている。管理職が求める能力と経営者が求める能力に乖離があるとい

うことは、健康経営できちんと解決していかなければならない問題である。そうしなけ

れば労働生産性は上がらないし、むしろそのギャップでメンタルヘルス不調になる人

が出てくる。これは今の医療では救うことができないので、こうしたものへの対応が健

康経営の大きな狙いである。これが健康経営の一つのコンセプトである。 

 

事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指針）の見直しとの関連性に

ついて 

 THP指針は平成元年に労働安全衛生法に基づいてできた指針である。当時は補助金

をつけるという目的でプログラムががっちり出来ていたが、補助金がなくなった時



点でほとんど動かなくなったものを見直す動きがある。見直しで少し緩やかにし、

各事業場における健康課題に対して PDCA を回していく、その際に地域資源をなる

べく活用していく。また労働安全衛生法は事業場単位だが、企業全体で取り組んで

いくのも良いという指針になる見込みなので、ほぼ健康経営と同じ流れに乗れる。

これは厚生労働省労働基準局所管のもので、特に都道府県の労働局も THPという名

前のもとに健康経営を一緒に推進していけるという土壌が出来てくるため、いよい

よワンチームという基盤ができてきたように感じる。 
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