労働衛生対策の基本 ⑱

健康と経営から特定健康診査
を捉えなおす
−コラボヘルスの基本とその対策−
産業医科大学 産業生態科学研究所 作業関連疾患予防学研究室 非常勤助教

岩崎明夫

いわさき あきお ● 産業医科大学産業生態科学研究所作業関連疾患予防学研究室非常勤助教、ストレス関連疾患予防センター特命講師。専門は作業病態学、
作業関連疾患予防学。主に、過重労働対策、メンタルヘルス対策、海外勤務対策、ストレスチェック、特定健診、両立支援の分野で活躍。

わが国では少子高齢化が進み、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年頃に向けて医
療費の増大に伴う影響が強く懸念されています。このため、医療費の増加抑制と健康寿命の延伸を
目指し、健康保険組合等の保険者の機能強化が求められ、生活習慣病予防として第三期の特定健
康診査・特定保健指導が進められています。一方で、少子高齢化は、労働現場ではすでに労働人口
の減少と人材不足の影響をもたらしつつあり、安定した採用と離職の防止は喫緊の課題です。その
ような中、事業者としての安全配慮義務の遂行とともに、健康を経営的視点で捉えて戦略的に進め
る「健康経営」が重要といえるでしょう。今回は、健康と経営の観点から、事業者と保険者のコラボ
ヘルスとして、特定健康診査・特定保健指導を捉えなおす点について、解説します。

1. 事業者と保険者の
コラボヘルスとは何か

国民の健康をめぐる喫緊の課題を理解しておく必要が
あります。わが国において少子高齢化が進み、労働
人口はすでに減少する時代に突入しており、労働現

2017年、国は事業者と保険者
（健康保険組合等）の

場の人材不足からも採用の安定と離職の防止は欠か

コラボヘルスガイドラインを公表しました。コラボヘル

せない時代となっています。本年成立した働き方改革

スとは、事業者と保険者がそれぞれの役割を踏まえ

表１. 事業者と保険者の役割と連携

て、被保険者でもある労働者の健康管理について協
力して実行（＝コラボレーション）していくことを目指し

実施主体
基本法規

たものです。表１にあるように、事業者と保険者は立
場も法的義務も異なりますが、一方で、健康管理の
側面から見ると、ともに
「生活習慣病」が主要なターゲッ

内容

トになっているという大きな共通点があります。労働
者は一方で被保険者でもあり、事業者の義務である
定期健診と保険者の義務である特定健康診査は対象
年齢が40歳以上という違いはありますが、健診項目
等はほぼ同一です。これらのことから、協力して健康
管理を実施していく必要があります。
コラボヘルスガイドラインが公表された背景として、
12
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目的
役割
今後の目標
今後の連携
今後の展開
の方向

事業者

保険者
役割分担と連携

健康保険法
労働安全衛生法
労働基準法
高齢者の医療の確保に関する法
−健診の実施と事後措置 −特定健診の実施
−ストレスチェック
−特定保健指導の実施
−過重労働対策
−データヘルス計画
−両立支援対策
−がん検診
−化学物質管理 等
−保険給付の実施 等
労働災害防止および
保険者機能の発揮
安全配慮義務の遂行
職場環境の整備
保健事業の実施
医療費の適切化
従業員の生産性向上
保健事業の円滑な実施
コラボヘルスで保健事業の基盤の強化
コラボ ヘ ルスの 実 行
健康経営の実践
データヘルス計画の推進

出典：厚生労働省 保険局：データヘルス・健康経営を推進するためのコラボ
ヘルスガイドライン. 2017をもとに一部改変し作成
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図１.健康経営の意義

関連法の背景のひとつにはそのよ
うな事情もあります。健康管理面
でも、過重労働対策、治療と仕事
の両立支援、ストレスチェック等を

業
企

活用した働きやすい職 場づくり、

従業員の健康増進
従業員の活力向上

高年齢労働者の健康支援等は事
業者に求められる現場の課題とい
えるでしょう。また、少子高齢化
の進 展は、国民総医療費の増大

業績向上
企業価値向上

組織の活性化
生産性の向上

効果
への

社会への効果

国民のQOL
（生活の質）
の向上
ヘルスケア産業の創出
あるべき国民医療費の実現

人的資本に対する投資
（従業員への健康投資）

に直結しています。このため、保
険者機能の強化としては、生活習

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営）

慣 病をターゲットにした40歳以上
の特定健康診査と特定保健指導によるメタボリックシ

出典：経済産業省『企業の「健康経営」ガイドブ
ガイドブック』
ク』をもとに作成

図２.健康経営の5本の柱

ンドローム対策がひとつの柱です。特定健康診査・特
定保健指導は2008年の高齢者の医療の確保に関する

①経営理念・方針

法律により開始され、すでに10年が経過しています。
その結果、特定保健指導を受けた人の翌年以降の医

②組織体制

療費が減少するという一定の効果が確認されており、
医療費の増大を抑制する効果が期待されています。し

③制度・施策実行

④評価・改善

かし、2015年度の特 定健 康診査の受診 率は50.1%、
特定保健指導の実施率は17.5％と低迷していることが

⑤法令遵守・リスクマネジメント

大きな課題です。特定健康診査・特定保健指導の受
診率・実施率向上には事業者の理解と協力が大切と

出典：経済産業省『企業の「健康経営」ガイドブ
ガイドブック』
ク』をもとに作成

いえます。このような背景から、事業者と保険者のコ

る点が指摘されています。健康経営は社会的存在とし

ラボヘルスが必要とされているのです。

ての企業に対して、企業規模の大小に関わらず、社会

2. 健康経営の潮流を活かす

的課題である国民の健康的な生活の質の向上や国民

もう少し、企業の立場を掘り下げてみましょう。最近、

医療費の適正化等の課題解決に共助として寄与できる
点を示唆しています。

ニュースなどでよく耳にするのは「健康経営」という言葉

では、健康経営にはどのような要素があるのでしょう

です。2017年に経済産業省が実施した中小企業への

か。経済産業省では国として健康経営に関する顕彰制

健康経営の認知度調査では、約半数の人が
「健康経営」

度を開始し、図２のように健康経営を評価する5本柱を

を知っており、15%の人は内容も理解していると回答し

示しています
（P.15コラム参照）
。①経営の理念・方針で

ています。図１のように、健康経営は企業経営において

は、経営者の自覚を促し、健康経営を実践するにあた

健康を企業における人的投資と位置づけ、従業員の健

り、事業者として
「健康宣言」を保険者とともに発信する

康増進が個人の健康の確保のみならず、組織の活性

ことを求めており、健康経営のスタートとなります。②

化と労働生産性の向上につながるという概念です。事

健康経営を実行する組織体制では、経営層の具体的

業を進めるうえで適切な人材確保が困難な場面が生じ

関わりが重視され、保険者とコラボヘルスを推進する

てきており、働きやすい職場環境の確保は労働者の多

担当を置くなどの体制づくりが必要です。③制度・施

様性や両立支援として、企業業績の底上げにもつなが

策実行、及び④評価・改善では、現場の健康課題の
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表２. 健康経営に関係した第３期のインセンティブ指標 （大項目７

事業主との連携、被扶養者への健診・保健指導の
働きかけ）

把 握と必要な対策の検討、

中項目

健康経営の実践に向けた基

❶産業医・産業保健
師との連携

産業医・産業保健師と連携した保健指導の実施、
または、産業医・
産業保健師への特定保健指導の委託

◌

４

礎的な土台づくりとワークエ

❷健康宣言の策定や
健 康づくり等の共
同事業の実施

事業主と連携した健康宣言
（従業員等の健康増進の取組や目標）
の策定や加入者への働きかけ。事業所の特性を踏まえた健康課題
の分析・把握、健康課題解決に向けた共同事業や定期的な意見
交換の場の設置

◌

４

就業時間中に特定保健指導が受けられるよう事業主による配慮

◌

４

◌

４

◌

４

◌

４

ンゲージメントへの取組、従
業員の心と身体の健康づく
りに向けた具体的取組の推
進、それらの取組の質の確
保、といった点から、企業
現 場でもよく使われている
PDCAサ イク ル（Plan-Do-

❸就業時間内の特定保
健指導の実施の配慮

総合評価の項目

重点項目 配点

❹退職後の健康管理 事業主の実施する退職者セミナー等で保険者が退職後の健康管
理に関する情報提供を実施
の働きかけ
❺被扶養者への特定 前年度の被扶養者の特定健診の実施率が〔目標値×0.7〕以上
（大項目１との重複可）
健診の実施
〔目標値×0.7〕
以
❻被扶養者への特定 前年度の被扶養者の特定保健指導の実施率が
上
（大項目１との重複可）
保健指導の実施
全200点中の大項目7における合計点

2４点

Check-Action）による 取 組

出典：厚生労働省「第30回保険者による健診・保健指導等に関する検討会資料」

を求めています。⑤法令遵守・リスクマネジメントでは、

ラボヘルス推進の中核をなすといえるでしょう。

労働安全衛生法で事業者に求められている法的水準

表２のインセンティブ指標では、事業者との連携に

は、最低限の基準として確保することが求められます。

おいて、❶産業医・保健師との連携があり、具体的に

大企業だけでなく中小企業においても、健康経営

は事業所における産業保健活動で特定保健指導を委

に取り組む事業者は増加しています。健康経営を実

託して実施することで、事業者と保険者のそれぞれの

践している中小規模の企業の調査からは、①自社内

責務を限られた人的資源の中で共同実施することが可

での健康意識の高まりとして、従業員の健康意識の

能となります。また、❷健康宣言の策定や健康づくり

向上や自社内での健康経営への更なる取 組の推進、

などの共同事業の実施があり、事業者と保険者が連携

②企業イメージの向上として、顧客や取引先に対する

して健康宣言を発信し、健康づくり事業を共同実施す

企業イメージの向上や講演・インタビュー・新聞露出

ることで、従業員の健康の意識向上や取組の活性化

等のPR機会の増加、③コミュニケーションやモチベー

が期待できます。これまで特定保健指導の実施率が

ションの向上として、社内コミュニケーションの活性化

低迷する背景のひとつとして、労働者の関心の低さや

や従業員の仕事満足度・モチベーションの向上、④労

職場離脱が難しい点があります。業種や事業所の事情

働時間適正化（時間外労働の減少）や有給取得率の向

にもよりますが、特定保健指導は年１回から数回程度

上、などの効果が判明しています。

であることを考慮すると、事業者として可能な範囲で

3. 第３期を迎えた特定健康診査・

特定保健指導の実施をサポートする、つまり、実施場

特定保健指導とコラボヘルス

所の提供や就労時間内の実施への配慮などは具体的
な連携のひとつでしょう。労働者が退職後に健康を害

健康保険組合や総合健保等の保険者の立場から見

することが増えるとの指摘からは、退職者セミナーの

てみましょう。保険者は、特定健康診査・特定保健指

実施時には退職後の健康管理に関する情報提供とし

導を通して生活習慣病対策・メタボ対策を推進してい

て、日頃の健康管理や退職後の特定健康診査、特定

ます。導入から10年の評価をもとに第３期が2018年か

保 健指導を受診すること等の情報 提 供は大 切です。

ら開始され、その特徴は保険者機能・取組の強化にあ

また、被扶養者の特定健康診査・特定保健指導の

ります。このため、保険者にはインセンティブ指標が導

実施率が低いことから、社内の情報提供の場や衛生

入されており、表２は事業者と保険者が連携して進める

委員会などの講話を通して、被扶養者の受診推奨の情

べき内容を抽出したものです。事業者における健康経

報提供を行う連携も効果があるとされています。

営と保険者におけるインセンティブ指標はともに生活習

参考文献
厚生労 働省 保険 局：データヘルス・健 康経営を推進するためのコラボ
ヘルスガイドライン. 2017

慣病対策を目指していることから、特定健康診査はコ
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コラム

健康経営優良法人認定制度とは

「健康経営」は2006年にNPO法人健康経営研究会に

では認定の概要を見てみましょう。中小規模法人部門

より提唱され、近年ニュースなどで耳にする機会が増えて

における申請の流れは、まず協会けんぽ支部や健康保険

きました。国や自治体等では健康経営を推進するための

組合連合会支部が実施している
「健康宣言」
事業に参加す

顕彰制度を設けています。国が推進する顕彰制度に
「健康

ることから始まります。この事業において、自社の取組

経営優良法人」
があり、優良な健康経営に取り組む法人を

状況を確認し、認定基準（表）
に該当する具体的な取組を

「見える化」
することにより、従業員、求職者、関係企業、

申請書に記載した上で、保険者を経由して申請します。

金融機関などのステークホルダーから、従業員の健康管

その後、国が実施する日本健康会議により認定されま

理を経営的な視点で戦略的に取り組んでいる法人として

す。中小規模法人部門とは、①卸売業：100人以下、②

の評価を社会的に受けることがその目的です。つまり、

小売業：50人以下、③医療法人・サービス業：100人以下、

従業員満足の向上や求職者の評価の向上により採用の

④製造業その他：300人以下の法人が該当します。認定

安定や離職の防止の効果が期待できることや、関係企業

基準は、大項目として１.経営理念
（経営者の自覚）
、２.組

や金融機関との取引においても前向きな取組をしている

織体制、３.制度・施策実行、４.評価・改善、５.法令遵守・

企業としてその姿勢や実践が認められる効果が期待でき

リスクマネジメントからなり、その中の評価項目では必須

るわけです。健康経営というと一部の特別な企業や大企

項目と任意項目があります。経営層による健康宣言、健

業の話と思われがちですが、実際には「健康経営優良法

康づくり担当者の設置、保険者との連携として保険者へ

人」には大規模法人部門と中小規模法人部門があり、そ

の特定健康診査のデータ提供、法令遵守の4項目は、中

れぞれの状況に応じた認定を行っています。特に中小規

小規模法人部門においても必須項目となります。

模法人部門では現在の500社規模から将来は1万社以上

健康経営に関する各種の顕彰制度はまだスタートした

の認定を目指しているため、人材不足の中、認定法人の

ばかりですが、各事業者においても前向きに取り組んで

アドバンテージとなることが期待されています。

いくことが期待されています。

健康経営優良法人2018（中小規模法人部門）の認定基準

大項目
中項目
１．経営理念（経営者の自覚）
２．組織体制

小項目

評価項目

認定要件

健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診

必須

健康づくり担当者の設置

必須

①定期健診受診率（実質 100％）
従業員の健康課題
の把握と必要な
対策の検討

３．制度・施策実行

健康経営の実践に
向けた基礎的な
土台づくりと
ワークエンゲイジメント

健康課題の把握

②受診勧奨の取り組み

左記①〜④のうち
２項目以上

③50 人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
対策の検討
ヘルスリテラシーの向上
ワークライフバランスの推進
職場の活性化
病気の治療と仕事の両立支援
保健指導

④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標（計画）の設定
⑤管理職又は一般社員に対する教育機会の設定
⑥適切な働き方実現に向けた取り組み

左記⑤〜⑧のうち
少なくとも１項目

⑦コミュニケ−ションの促進に向けた取り組み
⑧病気の治療と仕事の両立の促進に向けた取り組み（⑮以外）
⑨保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
⑩食生活の改善に向けた取り組み

従業員の心と身体の
健康づくりに向けた
具体的対策

健康増進・
生活習慣病
予防対策
感染症予防対策
過重労働対策
メンタルヘルス対策

４．評価・改善

保険者へのデータ提供
（保険者との連携）

⑪運動機会の増進に向けた取り組み
⑫受動喫煙対策に関する取り組み
（※
「健康経営優良法人 2019」の認定基準では必須項目とする）

左記⑨〜⑮のうち
3 項目以上

⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み
⑭長時間労働者への対応に関する取り組み
⑮不調者への対応に関する取り組み
（求めに応じて）40 歳以上の従業員の健診データの提供

必須

定期健診を実施していること（自主申告）
保険者による特定健康診査・特定保健指導の実施（自主申告）

５．法令遵守・リスクマネジメント

50 人以上の事業場におけるストレスチェックを実施していること（自主申告）

必須

従業員の健康管理に関連する法令について重大な違反をしていない
こと（自主申告）

出典：経済産業省ホームページより
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