
健康経営Ⓡって何？ 
～ 職場の健康づくりが企業の成長につながる ～ 
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※「健康経営」は、特定非営利活動法人健康経営研究会の商標登録です。 



本日のアウトライン 

① なぜ健康経営が注目されるのか？ 
 
② 健康投資が経営に与えるインパクト 
 
③ 健康経営とは？ 
 
④ どう取り組むのか？何をするのか？ 

－1－ 



なぜいま健康経営なのか？ 
－これからの日本の職場環境－ 

産業保健におけるこれからの課題 

－2－ 



－3－ 



財務局による「人手不足の現状及びその対応策」の調査 

－4－ 



－5－ 



労働人口の減少に伴って、 
 

人材の確保は特別な“コト”になります。 

－6－ 



－7－ 

産業保健におけるこれからの視点 
① 労働者の高齢化 
 
② 働き方改革（政府主導）の推進 
   ・職場でのさらなる女性の活躍 
   ・ワークライフバランス、過重労働問題 
 
③ 子育て・介護と仕事の両立 
 
④ 職場のグローバル化 
 
⑤ ダイバーシティ（多様性）への対応 



健康投資が経営に与えるインパクト 
 

プレゼンティーズムという概念 

－8－ 



－ 9 － 



これはアメリカだけの話なのか？ 

－10－ 



－11－ 

資料）東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット 

日本・企業における健康関連総コストの構造です。 

“プレゼンティーイズム”が 
相対的に大きい。 



【プレゼンティーズム】 

病気や体調不良により休養を取った方が良いのに無理をして出

勤している状態。 

体調不良により仕事遂行能力が低下した状態。 

【アブセンティーズム】 

病気・体調不良による欠勤（長期療養）している状態。 

－12－ 



健康リスク数別労働生産性損失の割合 

Boles, M., Pelletier, B., & Lynch, W. (2004). The relationship between health risks and work 
productivity. JOEM, 46(7), 737-745.  

n=2,264 

－13－ 

生産性の損失 

資料）東京大学政策ビジョン研究センター健康経営研究ユニット 
健康リスク 

少子高齢社会は生産性の低下という構造的な課題を内在します。 
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健康関連コストと職場の健康づくり 
 健康関連コストは医療費だけではない。 

 
 健康関連コストには、アブセンティーズム以上にプレゼンティーズ

ムの寄与が大きい。 
 

 医療費には生物学的リスク（生活習慣病）や主観的健康観が関
連するが、プレゼンティーズムにはストレスや職場関連要因が関
連する。 
 

 主観的健康感と健康関連コストとの関連が著明である。 
 

 職場の健康づくりでは、健康関連コストという概念を意識する必
要があるのではないか？ 
 

 職場の健康づくりでは健康関連コストの縮小と生産性の向上とい
う両者の視点が必要である。 －14－ 



健康経営とは 

－15－ 



健康経営 

Health and Productivity management 

－16－ 



健康経営 

経営幹部や人事部門が職員の健康増進に参画 
職員も積極的に健康づくりに参加 

活き活きと働く職場環境の整備  
（well-being） 

社員が心身とも健康的に働ける企業 

－17－ 



健康経営 

従業員が活き活きと仕事をする環境整備 
と 

従業員の健康づくりをサポートする 
企業文化や企業風土の醸成 

（私見） 

－18－ 



なぜ、企業で健康づくりなのか？ 

－19－ 



ヘルスプロモーション 

出典）島内憲夫1987／島内憲夫・助友裕子・高村美奈子2004(改編） －20－ 



健康経営のメリット 

① 事故、労災、病気の抑制と防止 
 

② 生産性の向上 
      （アブセンティーズム、プレゼンティーズムの減少） 

 
③ 社員のモチベーション増加、業務効率の向上 

 
④ 企業業績の向上、企業イメージの向上 

 
⑤ 社員の健康増進 → 健康保険料の負担軽減 

－21－ 



社員の健康に投資する企業は 
経営パフォーマンスが良い。 

－22－ 



健康経営を始めるにあたって 
どうやって、何をするのか？ 

－23－ 



健康づくりのためには 
何をすればいいのか？ 

－24－ 



－25－ 



－26－ 



出典）Chi P W et al. Lancet. 2011;378:1244-53 

１日あたりの運動時間と死亡率の関係 

Moderate(4.5Met)≒速歩を毎日１５分で 

約１０％の減少 

－27－ 



禁煙対策（公共施設での禁煙） 
 
アメリカモンタナ州ヘレナ市 
公共および職場での喫煙を禁止する法律が施行されていた期間
は心筋梗塞の入院患者が減少 
 
（BMJ 328:977-980,2004） 

－28－ 



糖尿病の発症予防 
 
糖尿病予備群の人に、減量プログラム（食生活の改善と運動量の増
加など）を実施。現在の体重の５％の減量を目標。 
糖尿病の新規発症が約半分に抑えられた。 
 
（Diabetes Care 26:3230-3236,2003） 

－29 － 



肥満対策（糖尿病リスクの軽減） 
 
アメリカの小学校で栄養、身体活動、行動科学などの健康教
育を介入として実施。 
減量については明らかな効果は認めなかったが、血糖値な
どのデータは改善。 
 
（N Engl J Med 363:443-453,2010） 

－30－ 



８つの健康習慣 
① 毎日朝食を食べる 
 
② 毎日平均７〜８時間眠る 
 
③ 栄養バランスを考えて食事する 
 
④ 喫煙をしない 
 
⑤ 身体運動・スポーツを定期的に行う 
 
⑥ 過度の飲酒をしない 
 
⑦ 毎日平均９時間以下の労働にとどめる 
 
⑧ 自覚的ストレスが多くない 森本兼曩らによる 

－31－ 



ポピュレーション 
アプローチ 

ハイリスク 
アプローチ 

ヘルスプロモーション（健康増進） 

－32－ 



－33－ 

ハイリスクアプローチの限界 

発症者数はハイリスク
以外の方が多い！！ 



－34－ 



ヘルスリテラシー（Health literacy） 
を高める 

－35－ 



ヘルスリテラシーとは 

健康に関する情報を 
 入手する 

 
 理解する 

 
 評価する（正しいのか？適切なのか？実現可能なのか？） 

 
 活用する（意思決定し、行動する） スキル 

組織における資産 
－36－ 



職場での健康づくりは 
どう取り組めばいいのか？ 

－37－ 



① 健康課題を把握する 
 

② できそうなことから始めてみる 
 

③ 職場の特性や動線に注目する 
 

④ 経営層からの理解と賛同を得る（会社全体で実施する） 
 

⑤ 労働衛生（産業保健）活動を活用する 
 

⑥ 社外の資源、社会的なインフラを活用する 
 

⑦ 職場で仕事をしていると無意識に健康づくりをしていると
いう仕組みを目指す 

職場での健康増進活動を推進するコツ 

－38－ 



ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
 

〇トップからのメッセージは 
強力な推進力 

 
〇現場がついてこない可能性も 

トップダウンとボトムアップのバランスも大切 

〇現場感覚に基づく現実な 
対応が可能 

 
〇組織的な取り組みになりにくい 

〇継続性が乏しい 

－39－ 
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