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司会　それでは，時間になりましたので，次
のご講演をお願いいたします。続きましては，
健康経営とその動向というテーマで，日本労
働安全衛生コンサルタント会，今年の 3月ま
で大阪の支部長でいらっしゃいました岡田邦
夫先生からご講演いただきます。
　先生は，現在，特定非営利活動法人　健康
経営研究会の理事長としてご活躍でいらっし
ゃいます。極々簡単なご略歴ですが，昭和
52 年に大阪市立大学医学部をご卒業なられ
まして，同 57 年，大阪市立大学医学部大学
院内科学を終了されました。同年より，大阪
ガス株式会社の産業医として，現在も大阪ガ
ス株式会社人事部健康開発センター統括産業
医として，長年，大阪ガスだけでなく，現在
は，他企業も含めてですが，働く方の健康管
理に対して，たくさんの知見，ご活躍をされ
てきた先生でいらっしゃいます。
　岡田先生，どうぞよろしくお願いいたしま
す。

岡田　こんにちは。ただ今，ご紹介にあずか
りました岡田でございます。谷山先生，どう
もありがとうございました。
　私は，卒業してから，大阪ガスで，約 40
年間産業医をしております。一方では，今日
お話しします，健康経営という考え方を提唱
して今年で 11 年目になります。たまたま，
数年前に 1本の電話が経済産業省からあり，
その内容は国策として「健康経営」を「健康
寿命の延伸」の一環として実施することにな
ったので健康経営の名称の使用許可依頼でし
た。NPO設立時に，商標登録を取っており，
その後「健康経営銘柄」ができたのです。
　新たな進展ということで，今日，お話しま
すこととして，東京商工会議所の「健康経営
アドバイザー」初級がすでにありますが，更
に上級を作るということで，現在，着々と進
行しております。健康経営そのものの考え方
が拡大しつつあり，さらに新たな展開という
ことで，我が国の労働者の労働生産性等の国
際的評価の現況についても併せてお話しでき
ればと思います。
　実は，昨年の 2016 年が NPOの設立 10 周
年でありますが，なにせ，有志が集まって作
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ったNPOでありまして，当時その有志の一
員である日本予防医学協会様に，仮住まいと
しての事務所を提供していただき，その後，
細々とその活動を継続していました。しかし，
いきなり，「健康経営銘柄」構想が出て会員
が一挙に増えることになり，普及啓発が進展
しました。
　さて，当時は，メンタルヘルス不全，今は
メンタルヘルス不調とされていますが，この
ことをテーマにして，十数年間，健康経営の
普及啓発に努めてきました。その経緯につい
ては，これからお話をしたいと思います。

健康経営の普及啓発を， 
何故，したのか

　さて，健康経営の普及啓発を，何故，した
のかということですが，私が産業医を勤めて
いた会社の上司から，アメリカ企業の健康管
理の状況の視察の機会を得たことです。アメ
リカの従業員の健康管理は一体どうなってい
るのだろうかということに関心がありました。

当時ポートランド州立大学主催のフィットネ
スインビジネスというセミナーがありました。
その会合で，エアロビクス理論を打ち立てた
ケネス・クーパー博士が私の前に講演され，
その後，日本企業のフィットネス活動の実際
ということで約 1時間お話をさせていただく
機会を得ました。
　アメリカにおける，労働者の健康づくりの
考えかたは，数社の企業トップとお会いし，
お話をお伺いしたところ，健康は自己管理が
基本であるとのことでした。アメリカは，労
働者にお金を払うのは，アウトプットが高い
ことと健康管理（つまり勤怠状況が良好であ
ること，疾病休業がないことだろうと思いま
した）ができていること，この 2つで賃金を
支払うということでした。業績が良くても休
みがちな社員は，年俸を下げるかレイオフす
るかどっちかだという考えです。自己健康管
理できないような社員は要りませんという意
味だろうと感じました。アメリカには当時，
労働安全衛生法に類する法令，日本の健康保
険組合のような仕組がありませんでした。ま
た，従業員の健康診断を会社がすることはと
んでもない話で，プライバシーの侵害である
ということでした。アメリカの風土と日本の
風土が違うわけです。つまり，いわゆる「ヘ
ルシーカンパニー」は日本では成立し得ない
という結論を得ました。一方，我が国では，
新しい仕組作りをしないといけないのでは，
というような話が仲間内で話題になりました。
　平成 7年に高齢社会対策基本法が策定され
ましたが，まさしく，現在の高齢化社会をど
うするかということを危惧し，検討した法律
です。その後，労働省，厚生省，両省の研究
費で，高齢社会に対応するための種々の研究
事業が展開されました。その中で重要だった
のは，会社の役割，経営者の役割ではなかっ
たと思います。恐らく，先進国として高齢化

講演する岡田邦夫氏
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社会を乗り切るための 1つの重要なキーは，
企業の健康管理であるという提案があり，企
業が従業員の健康管理によって，コストベネ
フィット，つまり，事業性が成立するのかと
いうことをテーマとした研究がなされたので
す。
　その成果の一つとして，3 年間，健康づく
りを継続すると健康状況の改善効果があると
いうものでした。また，経営者が健康に関心
が高いと，その事業所の健康づくり事業の健
康意識レベルは高いことも判明しました。こ
のような結論が出て，THP ステップアップ
プランが策定され，300 人未満の事業所に対
して，支援金を提供し，支援するというもの
でした。しかし，なかなか周知できず関心低
かったこともあり，多くの企業に浸透するこ
とはありませんでした。そのようなことがず
っと積み重なり，その後は景気も良くなった
こともあり，高齢化社会への対応の関心が薄

くなってしまいました。
　さて，団塊の世代が次々と退職され，従業
員の高齢化が進み，さらに労働生産人口が減
ってきました。一体これからどうなるのだろ
うかという不安のある未来を見据えて，成長
戦略が閣議決定されました。我が国の産業を
これからどのようにして活性化していくのか。
99％以上ある中小企業の活性化をどうする
のかということが我が国の喫緊の課題になっ
てきたわけです。
　そもそも，従業員の健康というのは，企
業・経営者が極めて大きな役割を果たすこと
になりますし，社会の安定については企業の
雇用が重要な役割をしている。したがって，
社会的安定性を保つためには企業の役割は極
めて大きいということになります。逆に言え
ば，失業は，不安，抑うつ，アルコール，タ
バコ，薬物，こういう問題が出てくることに
なります（図 1）。

図 1
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　しかし，資本主義社会においては，基本的
には，労働の対価というのは労働者に支払う
のではなく，労働に対する対価であったとい
うことだったと思います。過去の暗い歴史が
労働力のない人は使い捨てを示しています。
ILO のフィラデルフィア宣言（1944 年）に
おいても，有名な，labour is not a commodity.
と記載され，労働は商品ではないという文面
が採択されました（図 2）。
　そこで，健康というものが企業活動におい
てどのような役割を果たすのかということで，
先ほど申しましたように，資本主義社会にお
いては，労働力を購入する，という経営者の
考えの下，その労働生産力で商品とか製品を
作って利益を獲得し，企業活動を持続させる
ことになります。雇用は契約であって，我が
国の民法 623 条に，労働者は商品ではないと，

こういうことが定められています。

労働力の確保が重要な課題

　さて，その後，そこで我が国においては，
少子高齢化が急速に進む中において労働力の
確保が極めて重要な課題になったのです。
　それでは，これからどのようなことが問題，
課題かということで，まず我が国の人口動態
というのを見ていきたいと思います。人口動
態推計からは，我が国の労働生産人口が減少
し続け，高齢者はある一定のレベルで推移し
ますが，これから，労働生産人口が減り続け
る中で，この高齢化社会をどのようにして乗
り切っていくのかという問題が出てきたので
す。平均寿命はますます伸びていきますが，
健康寿命との差も大きな課題です。医療費の

図 2
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問題についても我が国が抱える大きな課題で
す。
　医療費は，厚生労働省の調査結果からは，
64 歳以下では 1人当たり医療費が 18 万です
が，65 歳以上になりますと急速に増えてき
ます。高齢者社会においては，今後医療費が
ますます増えてくることになります。とする
と，これからの時代，予防可能な生活習慣病
等を，いかにして解決していくのかというこ
とが重要になってきました。
　さて，大企業と中小企業の実態ですが，我
が国においては，99.7％が中小企業であり，
中小企業で働いている方が 69.7％です。従っ
て，我が国の企業を考えるに際しては，中小
企業の生産性が重要であり，その支援が必要
であると考えられます（図 3）。
　これに関しましては，一昨年，健康経営と
いう視点から，健康経営都市という考えかた

が出てきました。NPO として北海道の岩見
沢市様を第 1号として認定させていただきま
した。健康経営都市をこれから進めていくと
いうことで，住民の健康と中小企業の発展，
それから，地域産業の発展，というようなこ
とを市長が明言されたわけです。内閣府のい
わゆる地方創生加速度交付金を活用され健康
経営都市の創造に取り組まれたのです。今後
は，健康経営都市，いわゆるヘルシーシティ
（WHO）が増えていくことを期待しています。
　そこで，人手の問題について，日本商工会
議所の 2015 年と 2017 年のデータから，人手
が不足している事業所が 2年間で約 10％以
上増えていました。つまり，6 割ぐらいにな
ったのです。中小企業においては人が足りな
くなってきたのです。一方，高齢者雇用安定
法の改正で，事実上の定年が撤廃されたとい
うことですが，高齢者の方が企業で働くこと

図 3
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で，転倒転落の事故等の問題もあり，結果と
して死亡者が交通事故死を上回っているとい
う企業の喫緊の課題もあります。
　それを辿っていきますと，恐らく，ロコモ
ティブシンドロームとかメタボリックシンド
ロームというところが重要な課題になり，業
務に求められる安全を確保する体力であると
か労働生産性を確保するために必要な健康は
今後企業においては避けることができなくな
っています。
　過去に実施されていたTHP（Total Health 
Promotion Plan）における従業員の体力テス
ト（運動機能検査）の結果からは，見事に，
加齢とともに，全身持久力は低下していくわ
けです。腹筋もまた低下してくるわけで，年
齢と共に体力は間違いなく低下していくこと
は明らかです。また，フットタッピングで，
敏捷性をみておりますが，これも同様に落ち
ていきます。基本的には，体力というのは着
実に低下していきます。従って，これをいか
にして維持するのかということが重要な課題
になっています。
　そこで，高齢化を乗り切る企業の生産性向
上の問題ということで，その一つとして経営
者がトップダウンで健康経営を実践していく
必要があるということを考えたわけです。
　その中で，今日，お話ししたいのは，企業
のブラックな面というのがありまして，長時
間労働による脳心臓疾患，ハラスメント等に
よるメンタルヘルス不調といった問題をいか
に解決していかなければいけないかというこ
とが，現在では浮上してきているのです。

労働判例における司法判断

　そこで，問題となる企業例でお話をします
と，労働判例における司法判断が参考になり
ます。過去に専属産業医の会がありまして，

そこで，判例研究会で情報交換をしていまし
たが，これからの企業の健康管理を考える上
で，司法がどのような判断をしているのであ
ろうか，ということを議論していました。
　その中で，従業員が業務によって健康障害
を起こした場合にどのような法律が適応され
るのかというと，従来は，最高裁の判例法理
で，安全配慮義務が導入され，民法による損
害賠償が適用されていましたが，最近は会社
法が適応されるようになりました。つまり，
経営者としての責任が問われるようになりま
した。安全配慮義務はその後，労働契約法 5
条でも明文化されたこともありますが，民法，
労働安全衛生法，労働基準法，会社法，刑法，
労働契約法が，従業員の健康問題に関して適
応法律になってきたという経緯があります。
　刑法上では，代表的なものとして，例えば，
脅迫罪が成立するような事件性があり，と東
京地裁が出した判決文があります。上司の言
葉は，従来は単なるパワーハラスメントで済
むと思っていましたら，東京地裁は，上司が
酔っ払って携帯の留守電に入れた言葉が裁判
所に提出されたのですが，ぶっ殺すぞという
ような発言が，刑法上，脅迫罪を構成するほ
どの違法性があるとしたのです。単に，上司
のハラスメントということだけではなくて，
また従来の民法の損害賠償論だけではなくて，
刑法に触れるような問題になってきているこ
とを私たちは理解しなければなりません（図 4）。
　刑法が適応されますと，懲役もしくは罰金
刑ということが処せられることになり，まさ
しく，私達，NPO 設立時に考えたこと，つ
まりここまでは行かないだろうということが
起こったのです。少なくとも，1 番考えてい
たのは，会社法に基づいて，いわゆる株主の
権益として訴訟が起ってくるということにつ
いては可能性があるだろうとうことは考えて
いました。会社が莫大な損害賠償した場合に，
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本来，賠償金というのは，ステイクホルダー
である株主に返すべきものであるという考え
方もあります。経営者が健康管理をしなかっ
たことによって，1 億，2 億という賠償額を
支払わなければならないことになる。その賠
償金は株主の配当金として返すべきものであ
るということが起るのではないかということ
を，当時，想定はしておりました。
　しかし，去年，熊本地裁で株主代表訴訟が
起りました。会社法に基づく株主代表訴訟と
いうことで，某企業で，ご主人が過労死され，
奥さんが株主になって，当時の役員に対して，
賠償額に相当する金銭を企業に返還するとい
う裁判です。役員が雇用する従業員の健康管
理をきちっとしなかったから過労死が発生し，
企業が多額の賠償金を支払うことになってし
まったということです。
　こういうことになってきますと，経営者は

健康管理ということに関して法令遵守はもち
ろんのこと，きちんと対処しておくことが求
められることになります。若い方が業務によ
って寝たきりになってしまうと，一生に亘る
介護の費用等の支払も求められることになり
ます。介護費用とか，ヘルパーの費用とか，
家の改築費とか，車の購入費に加えて逸失利
益ということになると，相当な額になります。
そういうことを考えると，健康管理，企業に
おける健康管理は，過重労働，長時間労働，
ハラスメント，うつ病，自殺，などが発生し
ないように努めることが企業リスクを回避す
るためには極めて重要であると思います。
　そこで，過労死に対して会社法を適応した
という判例をご紹介します。京都地裁判決を
不服とし大阪高裁に控訴がなされ，さらに上
告となり最高裁が棄却したことにより終結し
た事件です。大阪高裁判決は，私達が健康経

図 4
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営で主張している内容を肯定するような判決
となっていました。従業員が過労死した事案
に関して，経営者に責任があるという判決で
す。「会社で稼働する労働者をいかに有効に
活用し，そのもてる力を最大限に引き出して
いくかという点が経営における最大の関心事
の一つになっていると考えられるところ，自
社の労働者の勤務実態について控訴人取締役
らが極めて深い関心を寄せるであろうことは
当然のことであって，責任感のある誠実な経
営者であれば自社の労働者の至高の法益であ
る生命・健康を損なうことがないような体制
を構築し，長時間勤務による過重労働を抑制
する措置を採る義務があることは自明であり，
この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が
死に至った場合にはおいては悪意又は重過失
が認められるのはやむを得ないところである。
なお，不法行為責任についても同断である。」
と判示されたのです。
　要は，三六協定は結ばれていたのですが，
月 100 時間，6 ヵ月という内容だったのです。
その三六協定を結んだ取締役が直接の責任者
であったので，会社法 429 条第 1項に基づい
て，経営者が責任を取って賠償しなさいとい
う判決がでたのです。429 条というのは，「役
員等がその職務を行うについて悪意又は重大
な過失があったときは，当該役員等は，これ
によって第三者に生じた損害を賠償する責任
を負う。」という規定で，この法律が適応さ
れました。
　東京地裁の判例も，会社法を適用して社長
に，直接，賠償請求がなされたものです。法
人ではなくて経営者個人に支払いを命令する
判決になっています。その他の判決も変化し
つつあります。ハラスメントで部下を自殺に
至らしめた場合，ハラスメントを起こした上
司が求償される時代になってきました。会社，
法人ではなくて，個人が払いなさいというこ

とです。会社が全部払うかもわかりませんけ
れども，基本的には，裁判上は個人の責任を
追及するという形に変わってきたわけです。
　結果として，いわゆる従来の健康管理はも
はや限界がきているということではないでし
ょうか。今後はいわゆる予防的な健康管理を
積極的に展開していくことが社会的要請であ
るといえます。法律に定められた健康診断の
みで事足りるかというと，そうではないとい
うことを，判例が企業に突き付けてきたので
す。
　これを，例えば，まとめますと，既に，福
岡高裁は，平成元年に，法令を守っただけで
は安全配慮義務を履行したことにはならない，
現に事故が起れば会社の責任だという判決を
下しています。
　大阪高裁は，健康管理体制の構築をしてい
なかったと，法律に定める，いわゆる健康管
理の産業医の選任義務を果たしていなかった
など，最低限のことをしていなかったら，当
然，それは，その後に起った従業員の健康管
理の問題，健康障害については，企業が責任
を取るべきであるとしています。そして，先
ほどの，大阪高裁で，従業員の生命を守るた
めに万全の体制を取らないといけない，とし
ています。万全と明確に言われますと困りま
すが。
　それから，大阪地裁は，労働の量だけでは
なくて，労働の質についても，極めて慎重に
対応すべきであるとしています。つまり，緊
張が伴うような仕事，昨今のように，時差 5
時間以上の移動（海外出張等）があった場合
には，その移動時間を拘束時間と認定すると
いう，東京地裁の判決等，こういったものも
踏まえて，企業における従業員の健康管理の
在り方が大きく変わってきたと思います。
　最高裁の画期的な判決があります。本人が
精神疾患であるということを言わなくても，
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管理監督者は，本人の体調を見た上で適正労
働配置義務すなわち就業上の措置をしなけれ
ばならない，という判決です。こういう判決
から通常の企業の健康管理は，既に限界がき
ているということが言えると思います。
　当然ながら，産業医の職務も，予防という
ところが基本ですが，更に追い打ちをかける
ように色々な職務が増え続けています。50
人未満の事業所ではありますが，運転禁止の
従業員が業務用車両にて死傷者を出す交通事
故で自己破産した事件があります。もし，50
人以上の産業医の選任義務のある事業場であ
ると産業医がどのような助言と勧告ができた
のか，悩ましい問題です。
　このような事件が，今，現実に起っており，
私達が，昔，十数年前に考えていたことが現
実化してきています。単に会社の健康管理が
十分なされていなかったということであれは，
従来は，民法で，債務不履行（安全配慮義務
履行違反）で民法 415 条ならびに労働契約法
5条の違反となります。また，ある事件では，
管理職 3人がうつ病と自殺を予見できたのに，
それぞれの管理職が十分な対処をしなかった
ということで，共同不法行為責任という考え
方も出てきました。更には，今後出てくるで
あろう，会社のハラスメント事件に対して刑
法の適用という形になってくる可能性が大き
くなってきたのです。

企業の健康管理の在り方

　このような状況が，現在進みつつある中で，
企業の健康管理というのをどうしていくのか
ということをいろいろと考えることになりま
した。私共は，健康がもつ経済的価値という
のを考えています。がんも予防可能であるこ
と，現在 2人に 1人ががんになりますけれど
も，その予防に企業が果たす役割というのは

非常に大きいと思っています。例えば，会社
に雇用されますと，一種の拘束状況に置かれ
ることになります。拘束下で健康習慣を作っ
ていくということは，その方のセカンドライ
フを極めて有意義にすることになります。
　例えば，日本における疫学的データで既に
明らかになっていますが，5 つの健康習慣で
がんが予防できます。このような 5つの習慣
（禁煙，節酒，減塩，運動，適正体重）で，
将来的にがんのリスクというものが 4割ぐら
い予防できるということが研究報告としてあ
ります。もちろん，そのほかの食物繊維摂取
なども有効ですし，ゆっくりコーヒーを飲む
時間があると心臓病，脳血管障害，糖尿病が
予防できること，睡眠時間をたくさんとると
肥満が予防できること，などのエビデンスも
あります。我が国では，10 代から男性が，
20 代から女性が認知症の診断がついている
という厚生労働省の報告もあります。アルツ
ハイマー病の予防については，高コレステロ
ールの改善，禁煙等が重要であることが明ら
かになっています。
　とすると，企業として，例えば，職場を禁
煙にするということで 1つのリスクの低減が
可能となり，職場での適正飲酒を啓発するこ
とでも予防ができます。社員食堂がある企業
ではヘルシーメニューを提供することで，例
え，一食であったとしても，その積み重ねは
かなり大きい効果が期待できます。通勤時の
歩行，職場内の朝の体操なども定着していく
ということが，実現可能な健康づくりプログ
ラムで重要ではないのかと考えられます。ま
た，健康診断の事後措置としての対応もまた
健康づくりには有効であるといえます。
　このようなことを踏まえて，企業が従業員
の現在並びに未来の健康増進に果たす役割を
明確にし，そして，元気に退職した時にこの
会社に勤められて良かったと思い，豊かなセ
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カンドライフを迎えられることが個人の幸福
に直結するものです。尚且つ，高齢社会にお
いて，定年が延長され，昨年の健康保険法の
改正で，週に 20 時間働ければ健康保険に加
入できることになりました。つまり，定年延
長となり，週 20 時間働き，その 20 時間で後
輩や若い人達を支援するということになれば，
小さな可能性ではありますが，少子化をすこ
しでも遅らせることができるかもしれません。
当然のことですが，資格，知識，技術，経験
をお持ちの方が多いわけですから，1 週間
20 時間の労働時間で若い方達の支援ができ
ると思います。もちろん，業務の見直し，働
き方というものを改革していかなければなり
ませんが。若い人達が，すこしでもゆとりを
持つことができれば，例えば，お子さんを保
育所へ迎えに行くことができるなど，少しゆ

とりのある子育てができるかもしれません。

企業における健康づくり活動の
評価

　企業における健康づくり活動の評価として，
平成 9年以後に厚生省，労働省が研究事業に
よる研究結果を発表しています。例えば，体
力測定を実施して，その後の対応を実践する
ことで効果がありました。全国に支店，工場
がある，従業員数 9,775 人，大企業の平均年
齢 39.9 歳の企業において，体力づくり実践
しました（図 5）。
　その結果として効果は，費用 1億 6千万円
の事業に対して。効果は 2億 5千万円でした。
従業員に対してこのような健康づくり体力測
定をして効果的な事後措置をすれば医療経済

図 5
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的な効果が出てきました。
　その効果は，医療費の削減，病気による欠
勤日数の減少などを経済的評価をし，また，
経費として，健康づくりに要した時間に対す
る費用，諸経費などとの関係を見ました。そ
うすると，2 億 5 千万円の成果が出てきまし
て，人件費，体力測定に要した労働時間も計
算すると，1 億 6 千万円使ったことになりま
す。しかし，結果として，2 億 5 千万円で，
さらに計算できない効果として労働生産性が
高くなってることも推察できます。結果とし
て，投資に対して 1.57 倍の効果が出ました。
つまり，健康づくりというのは，経営者と健
保組合が一生懸命やっていただいたわけです
が，本気で取り組むことによって効果が出て
くるわけで，健康づくりは経済的効果が高い
ということがわかりました。健康づくりも事
業として展開し，経営的な取り組みが必要で
あることが判明しました。健康経営はまさし
く，経営者が従業員の健康づくりを経営戦略
としてトップダウンとして実施することで従
業員の健康のみならず，企業利益に対する効
果も期待できるとの考え方に立っているので
す。

　そこで，私達がふと考えたのは健康診断の
ことです。健康診断に対して企業は多額の投
資をしていることになりますが，本当にメリ
ットがあるのだろうか，ということです。法
定とは言うものの，経営者が投資をしている
のであれば，当然利益を生み出すことを考え
なければなりません。健康というものに対し
て経済的価値を認める中で，本当に効果があ
るのだろうかということを考えなければなり
ません。
　次に，小規模事業所での取り組みの研究事
業の成果についてみてみたいと思います。36
人の小規模事業所に対して，実際，フィット

ネス企業に委託し，数人のトレーナーの協力
を得て実践しました。36 人に対して健康づ
くりプログラムを実践した結果，有所見者が
減少し，治療中の従業員数が増えたというデ
ータが出てきました。そして，医療費が増加
することになりました。
　何故か，皆さん方，直ぐわかると思います
が，保健指導で有所見者は改善します。しか
し，今まで放置されていた人が要治療となり
ます。つまり，高度の高血圧で放置していた
人も健診を受けることになり，要医療となり
ます。血糖値についても同じことが言えます。
　要治療の従業員を未治療で業務に従事させ
ることは，従業員のみならず，企業にとって
も大きなリスクになることはいうまでもない
ことです。
　しかし健康づくり活動も 3年間継続すれば
効果が出てきますが，1 年 2 年ではなかなか
効果が出てこないのです。最初に，病気の人
が洗い出されてしまって，要医療の人が増え
ることになりました。次に，厚生労働科学研
究費による研究結果で，「意識的に体を動か
すようにしていますか」との質問で，2 年後，
4 年後に「はい」，「はい」と答えた群と，「い
いえ」，「いいえ」と答えた群で比較しますと，
実体として通勤時の歩行時間が増えており，
その結果医療費の増加に抑制がかかりました。
　このような研究成果が積み重ねられ，その
結果，従業員がアクティブな休日を過ごすこ
とで，その後の 2型糖尿病の発症リスクが 4
割減少するということがわかりました。これ
を，裏返して考えますと，休日労働の持続は
2型糖尿病の増加を招くことになる，という
ことで休日は活動的に過ごしてもらうことが
生活習慣病対策として有効であるということ
になります。
　また，東北大学の辻教授がまとめられまし
た研究報告では，運動習慣がない場合では医
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療費は月約 2千円増えるとされています。
　そして，もう 1つは，これからの高齢社会
の中で重要な課題として認知症があります。
若い人で認知症の診断がなされている人がす
でに報告されています。10 万人当たりで 3
桁になるのは男性 55 歳から，女性は 60 歳か
らです。そこで，日本神経学会のレポートを
見ますとアルツハイマー病も予防可能である
ことが疫学的統計から理解できます。適量の
ワイン，運動習慣がそのリスクを低減させ，
一方，コレステロールが高いと，発症リスク
が増加することがわかっています。つまり，
企業における健康管理が非常に大切で，糖尿
病，高血圧などをしっかりと予防すれば，ア
ルツハイマー病の発症リスクを減らすことが
できることになります。したがって，企業の
健康管理は，高齢社会であるがゆえにその重
要性が高くになっているといえます。
　また，健康管理体制を確立して，個々人の
職務能力を高めていくことを，私は「職育」
と言っていますが，自分自身がやり甲斐のあ
る仕事ができるように，きちっと技術，知識
を身につけていくということを，企業が責任
をもって進めていく（仕事ができる一人前の
従業員に育てること）ということが大切であ
るといえます。そして，将来のアルツハイマ
ー病予防のために，糖尿病，高血圧，脂質異
常という生活習慣病対策，タバコ対策，事故
の予防（頭の外傷）などはその後のアルツハ
イマー病発症リスクは高くなりますので，予
防という視点から，企業の果たす役割という
のは極めて高いのではないのかというのが考
えられるわけです。

健康経営の考え方

　そこで，私達は，健康経営は，健康（従業
員が健康状態を維持すること）というものは

企業が実践するものであって，医療職が主役
ではない，との結論に至りました。つまり，
うつ病もそうでありますけれども，健康な状
態で従業員が踏み止まるために何が必要かと
言うと，経営の力ということになります（図 6）。
　そこで，健康経営が現代企業においては必
要不可欠であろうともいますが，その健康経
営には 3つの軸があり，第Ⅰ軸はまず会社法
に基づいて，会社を設立した場合には，法律
を守るということが前提ですので労働安全衛
生法に基づく定期健康診断，管理職に対する
職長教育としてのメンタルヘルスケアが必須
にすることが望ましいといえます（図 7）。
　第Ⅱ軸は，企業が健康づくりを展開しない
と，従業員ストレスが増加し，企業リスクが
増大することになります。すなわち，労働生
産性の低下等と企業価値の喪失という企業の
社会的存在価値が大きく損なわれることにな
るのです。
　第Ⅲ軸は環境改善とコミュニケーションで
す。
　まとめてみますと，健康は経営であるとい
うことです。従業員に（経営者もですが）健
康診断きちんと受けていただくことが基本で
す。毎年定期健康診断を受けることで軽微な
異常があった時に保健指導を受けて元に戻す
ということを繰り返し実践しておけば，大き
な病気は予防できると思っております，それ
だけの投資を企業はしているはずです。万が
一，疾病になれば医療の問題となり，医療制
度のお世話になることになります。したがっ
て，企業としては，いかに従業員が健康で健
全な労務が提供できるか，有給休暇を疾病の
ために使うのではなくて，自分の余暇を楽し
むために使う有給休暇が使えれば良いわけで
す。それを全て疾病のために使うということ
はなくて，自分の生活を豊かにするために使
うことが大切です。このような流れで経営者
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は従業員の健康づくりをしていくということ
が必要ではないのかというように思います。
　過去においては，健康経営を進めるに際し
て，多額の利益投資をするということについ
ては問題があり，その理由として，投資した
けれども会社が潰れてしまったらその投資は
無駄になる，というような意見がありました。
現在では，時間投資，空間投資，利益投資と
いう 3本立て（図 8）で，まず，労働時間の
活用を考えて頂くことにしています。それに
先立って，経営者が健康戦略として健康づく
りをするということについて，経営者自らが
考える時間を持っていただくことです。経営
者の大切な時間を，企業の未来投資として使
っていただくことです。次に，働く人に対し
て，労働時間内に健康教育，健康診断そして
事後措置をしていただければいいのです。当
たり前ではありますけれど，このことが以前

はむつかしかったのです。さらに，従業員が
自発的に仕事ができるように育てる時間（管
理職の指導に要する時間とともに）を作る，
というミッションです。

健康経営オフィス

　空間投資は，具体的には職場の快適化を図
ることを意味しています。ただ，利益投資と
して少額投資は必要です。少額投資というの
は，例えば，感染症対策における消毒薬とか，
うがい薬の設置です。昨今では，多くの中小
企業がインフルエンザの予防接種を経営者の
負担とするようになってきているようです。
　職場空間の快適化の一つとして，健康経営
オフィスがあります（図 9）。
　これは，職場環境を整備することで，つま
り，7 つの行動がとれる職場を作ることを意

図 8
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味しています。健康意識を高める，清潔，体
を動かす，間食がとれる，コミュニケーショ
ンが図れる，気分転換ができる，休憩時間が
とれる，などです。これらの対策で労働生産
性が向上することが約 2万人の人を対象とし
た研究データで明らかになりました。その結
果，プレゼンティーズムとアブセンティーズ
ムの解消に極めて大きな効果があることがわ
かりました。
　つまり，アメリカの『ハーバード・ビジネ
ス・レビュー』に発表されていました記事で，
通常の 6割程度しか労働生産性が発揮されて
いない，というもので，出勤していても十分
な力が出し切れない状況をプレゼンティーズ
ムといっています。先ほどの健康意識を高め
る，清潔にする，といった職場を作ることに
よって，労働生産性が高まってくるというこ
とですので環境対策が重要であることがわか

ります。つまり，会社が健康投資することに
よって，従業員の健康と労働生産性を高める
ことができる，ということが健康経営なので
す。単に，福利厚生の名のもとに投資をして
も全くリターンがないということであれば投
資価値がないことになります。経営者にとっ
て健康も投資事業である以上，事業性をもっ
てリターンが出るように考えていかないとい
けないということです。そこで，経営者と健
康の専門家である医療職が一緒になって考え
ていくことが大切であると考えています。
　空間投資については，喫煙ルームとリフレ
ッシュルームのどちらに投資したほうが良い
のでしょうか。その回答は明らかです。喫煙
ルームをやめてリフレッシュルームでコーヒ
ー飲んだほうがいいことは，すでにエビデン
スがあります。
　『ニューイングランド・ジャーナル・オ

図 9
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ブ・メディシン』という有名な医学誌に発表
された研究報告ですが，コーヒーを 2，3 杯
飲むと糖尿病の発症リスクが減少します。脳
血管障害，心疾患についても効果が期待でき
ます。昨今では，コーヒーに関する論文がた
くさん出ており，自殺とコーヒーの関係では，
1 日 4 杯から 5杯 6 杯ぐらい飲んでいる人で
すと自殺は少なく，10 杯以上になるとは自
殺率が高いとされています。職場でコーヒー
飲む時間的なゆとりを持てれば，健康面にも
大きな効果が期待できそうです。職場で自席
から離れてコーヒーを飲むスペースと時間が
あれば，快適な職場への変貌するのではない
でしょうか。
　過去のいろいろな研究結果を参考に，管理
職の皆さまに快適職場づくりを理解していた
だき，職場の労働生産性を上げるためには長
時間労働することが良いのか，休憩をとりリ
フレッシュして仕事をしたほうが良いのかを
知っていただくことが必要です。
　労働生産性については，日本生産性本部の
最近の報告から，日本の 1時間あたりの労働
生産性は世界 20 位ぐらいで，どちらかとい
うと低い位置付けです。
　何故そんなに労働生産性が低いのか，真剣
に考えなければならない大きな課題です。そ
こで，職場におけるコミュニケーションとは
何だろうかということを考えたわけです。上
司が部下の仕事をわかっていなかったと，た
だ単に押し付けであり，部下は上司に相談し
てもわからなかったということであれば，仕
事も進まないことになります。部下が職務を
遂行するためにはどうすればよいのか，職務
で滞っているところをきちっと解決できるよ
うに支援するということが必要になってきま
す。
　今年，2017 年のWHOのテーマがうつ病
ですが，キャッチコピーが Let’s talk です。

学校で，教職員と生徒学生との間のコミュニ
ケーション，家庭においては家族とのコミュ
ニケーション，職場においても，部下と上司，
同僚とのコミュニケーションが大切であるこ
とを強調しています。
　ここで大切なことは，健康経営における時
間投資で，ワークコミュニケーションの充実
ということになります。職務について上司，
部下がお互いに理解を深めて，悩んでいると
ころを上司の的確なアドバイスで仕事が順調
に進み，働き甲斐を感じる，そういう状況を
作っていかないといけません。しかし，今は，
どちらかと言うと，仕事がうまくいかない状
況が放置されているのではないでしょうか。
だから，仕事ができる部下をいかに育成して
いくかということが非常に大切になっていま
す。仕事ができると心理的安定を獲得するこ
とができるのです。職務に求められる健康状
況が確保されていないと仕事はできないので
す。
　メンタルヘルス不調になる前，つまり高ス
トレス状況で相談に来られたとしても，仕事
ができませんに対して，この薬服用すれば仕
事すぐできるという妙薬はありません。また，
気分が落ち込んでいますと言っても，その落
ち込みの原因が，仕事ができない，仕事がわ
からないということであると，産業保健スタ
ッフでは対応できないことになります。上司
がワークコミュニケーションをとり指導する
ことが大切であることはいうまでもありませ
ん。そして，長時間労働になればヘルスケア
をしないといけません。これらの上に，プラ
イベートコミュニケーション，つまり飲みに
行くということも大いに結構ではないのかな
と思います。つまり，コミュニケーションの
順序が間違っているのではないかというよう
に考えています。
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健康経営アドバイザー

　さて，このような状況において，「健康経
営アドバイザー」というアドバイザー制度が
東京商工会議所において進められています。
中小企業をはじめ大企業も含めて，企業の健
康経営を指導するアドバイザーで，初級につ
いてはすでに開始されています。これは，中
小企業対応で，中小企業診断士，社労士，保
健師，管理栄養士，健康運動指導士，こうい
った専門家の方達を中心に，現在，数千人の
方が認定されています。健康経営アドバイザ
ーテキストにおいて，健康経営のチェック項
目というのがあり，健康宣言がその始まりで
す。
　次のステップで，上級ができることになり
ました。上級は少しテキストの内容も難しく，
産業保健も含めてもう一歩踏み込んだ指導が
必要になります。労働衛生コンサルタントも
上級アドバイザー候補として対象となる予定
です。大企業を中心に従業員の健康づくりに
労働衛生コンサルタントの活用について議論
がなされています。いかにして労働衛生コン
サルタントが企業にアドバイスをして，従業
員も会社もハッピーになれるようなシステム
を構築し，結果として，企業と従業員が両立
できる健康経営を確立することが目的です。
　健康経営認定の評価項目はたくさんあり，
これらの指導をしていただくことになります。
例えば，ストレスチェックの実施，管理職の
健康教育，適切な働き方，長時間労働対策，
喫煙対策，感染症対策，など，実践している
ことで認定可能性が高くなります。
　多くの企業が認定を受けることに積極的に
対応されるようになってきました。何故かと
言うと，中小企業においても，認定されると
優秀な人が集まってくるのです。問題を抱え

る企業ではないという経済産業省と日本健康
会議がお墨付きを与えてくれるわけですから，
学生の間では，安心して働くことができる企
業ということになります。

健康経営の宣言，インセンティブ

　さて，健康経営に関する相談を受けた場合，
コンサルティング対応となり，まず，健康経
営の宣言が必要です。経営者自らが，我が社
はこういう経営方針で，従業員の安全と健康
を守りつつ，企業の発展を図ることが含まれ
ていることです。現状を的確に把握している
かどうか，法令が遵守されているかどうか，
労働安全衛生管理体制が構築されているかど
うか，法令に従い衛生管理者，産業医が選任
されているかどうか，安全衛生委員会が設置
されているかどうか，健康診断受診率が 100
％であるかどうか，等で，そのほかに長時間
労働の面接指導，ワークライフバランス，メ
ンタルヘルスケア，ストレスチェック制度，
受動喫煙対策等などがコンサルティングの対
応になっていくわけです。
　これらのことについて個別の企業において
はどうしていけば良いのか，ということを具
体的に指導していくことが必要となります。
ここで，労働衛生コンサルタントの出番があ
ります。お互いの利益を両立させるというこ
とは，従業員が健康であって，会社の収益，
つまり，労働生産性が高いということで，利
益率も高い会社を作ることができれば，お互
いにウインウインの関係が構築できることに
なります。このような会社を目指して，健康
経営という経営手法を用いて企業を元気にし
ていくという考え方になりました。
　そこで，この健康経営を支える仕組みとい
うまとめですが，『日本再興戦略』（2014 年
改訂）において，従業員の健康を推進してい
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る企業にはインセンティブを与えることにな
りました（図 10）。
　成長戦略の中の 1つですけれども，いい会
社であるということを国が認めるということ
です。法令遵守は当然のことでありますけれ
ども，さらに，「健康経営銘柄」というのを
作ることになりました。企業の従業員の健康
増進に向けた優良取り組み事例の選定なども
含めて，経営者に対して，貴方のところの会
社は良い会社ですよと，と認める制度が出来
上がって，今年で 3年目になっております。
　従って，東京証券取引所一部上場企業 33
業種において各 1 社，つまり，33 業種のト
ップ企業 33 社だけに銘柄という形で認定さ
れることになります。貴方の会社は素晴らし
い会社ですと新聞紙上にも掲載されることに
なります。一方，銘柄に選出されなかった企
業においても健康経営を営む企業が多くある

ことから，健康経営優良法人ホワイト 500 と
いって，優良な企業認定が今年からはじまり
ました。中小企業対応は，日本健康会議，厚
生労働省と経済産業省が一緒になって，1 万
法人を認定することになります。これで企業
規模を問わずに選定できるシステムの全体像
が出来上がってきたわけです。今企業の場合
は，基本的条件として，少なくとも法令遵守
ができていないとどうすることもできないと
いうことになります。
　それぞれの企業において，どうしたら良い
のかわからないところがあろうかと思います
が，相談があった場合には説明していただい
て，その改善策を踏まえて進めていただくと
いうことになります。
　もう 1つは，中小企業ですが，その必須項
目の中に経営者自身の健診受診が必須項目と
して入っています。

図 10
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　大企業と中小規模事業所では認定基準に違
いがありますが，できるだけたくさんの対策
を講じて頂き，従業員の健康を守り，労働生
産性が高めるよう進めることが非常に大切に
なってきたということです。
　例えば，広島銀行様のホームページ見てい
ただいたらおわかりになりますが，協会けん
ぽと一緒になって健康経営を推進し，認定企
業に対するは融資利率を 1.1％金利引き下げ
るというようなことを商品化しました。
　次に，十六銀行様（岐阜）には，「エブリ
ーサポート 21」という商品があります。健
康経営の条件を満たすと，健康経営推進事業
所の認定証が協会けんぽから発行され，十六
銀行様が承認すると，低金利融資と共と従業
員のいろいろなローンの利率が下がります。
ブライダルローン，エンジェルローン，エコ
ローン，マイカーローン，全部，金利が下が
るのです。健康経営認定企業の従業員である
限りローンの金利が下がるということです。
こういう形で，住宅ローン，個人ローンの金
利が優遇されることになります。
　健康経営を実践している企業は，きっと，
従業員の健康の改善と現職死亡率が少なくな
ることが期待できます。もし，そのような結
果が今後得られるようであれば生命保険料を
下げることも可能かもしれません。現実にな
れば経営者の保険金の支払額が低下すること
になります。そうすると経営者の方にとって
は支出としての支払額が少なくなります。毎
月の掛け金が減り，そして，尚且つ，支払額
がたくさん下りてくるということが大切にな
ってきます。こういう形で，企業の健康経営
を進めていくことから，生命保険会社にとっ
ても極めて有利であるということから，ここ
でもwin-win の関係が構築されることにな
ります。
　それから，東京海上日動火災様におきまし

ては，健康経営企業においては，損害保険 5
％減らす商品が提供されます。更に，1 日 8
千歩を 2年間続けると保険料の一部を現金で
還元すること，など，要するに，生命保険会
社としては，健康づくりを実践している企業
にインセンティブを与え，従業員の健康の確
保をしていただくことで両者の利益が創出さ
れることになるのです。企業にとっては，そ
の還付額が大きければ大きいほど，両者が期
待する効果がでていることになります。
　企業が，これから健康経営に取り組むこと
で企業そのものの価値，が上がってきますし，
ローンの金利優遇，低金利融資等の外部の支
援が増えてくると。従業員にとってもハッピ
ー，経営者にとってもハッピーということに
なります。
　厚生労働省保健局「データヘルス計画作成
の手引き」（平成 26 年 12 月）において，健
康投資という考え方が記述されています。従
業員の健康づくりが，重要な 3つの理由とし
て，生産性の維持・向上，社会的義務・責任，
そして，リスクマネジメント，が挙げられて
います。
　健康経営というのは，個人，職場，社会に
対して大きな効果があります。個人であれば，
ハイクオリティの生活が可能となりますが，
そのためには，自分自身への投資も必要であ
ることを理解しなければなりません。つまり，
自分自身でヘルスケアをすることが必要です。
職場は，従業員のヘルスケアをして労働生産
性を高めていくことで企業利益を従業員にも
還元することが可能となります。社会経済的
には，中小企業の発展とそれに直結する従業
員の健康の増進が両立すれば，社会も大きな
メリットが期待できます。医師は，当然のこ
とながら，医療のみならず健康づくりの支援
も行うようなり，予防という視点から大きな
役割を担うことになります。
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　我が国のヘルスケア産業は，その質の高さ
から，これをビジネスとして海外に輸出をす
ることも可能となります。東南アジアでは，
フィットネス産業の展開がなされ，メディカ
ルツーリズムにおいては海外から人間ドッグ
や治療を受けることもビジネス展開が図れる
ことになります。
　政府は，自動車産業とともにヘルスケアの
産業を活性化して，この 2本の柱で日本の経
済の活性化を図ることも視野に入っているよ
うです。このヘルスケアビジネスが我が国の
産業界の活性化に極めて大きな力を持つ可能
性を秘めているといえます。日本の高度な技
術を活用したビジネスが，健康関連産業とビ
ジネスマッチングすることができれば我が国
の産業の大きな飛躍が期待できます。
　企業が元気になれば従業員も元気になりま
す。一方では，従業員が元気にならないと企
業は元気にならないのです。まさしく，病気
との治療と仕事の両立支援と同じように，企
業の成長と従業員の健康を両立させるという
ことが重要なのです。

わが国の労働者の国際評価

　まとめとして，わが国の労働者の国際評価
について述べます。
　我が国において，「熱意ある従業員」は，
2005 年のギャラップ社の調査では 9％です。
従業員の 9％が積極的に仕事をしているとの
調査結果です。
　仕事と余暇についての考え方については，
極論では，「仕事絶対」，「余暇絶対」の 2極
ですが，「仕事絶対」の人が減少しつつあり
ます。
　また，日本は，OECD 中で，仕事と生活
のバランスが下位という評価となっています。
　日本は住む場所としては良いけども，働く

場所としては魅力はないという海外の人の評
価があります。日本企業で海外の人が働きた
くない理由として，長時間労働があるから，
とのことです。
　また，全世界で調べると，日本の従業員は
自分の会社を信頼してないとの結果です。真
偽については，皆さん方ご自身が実感してお
られるだろうと思います。これは，Edelman 
Trust Barometer の報告です，日本の労働者
は世界の中で，自分の会社を信頼していない
国である，との評価です。
　次に，日本の人材競争力は世界で 30 位と
なっています。海外の方が日本で働きたいか
というと，先進国 61 ヵ国中 52 位で働きたく
ない国に位置しています。
　その後，決定打として発表されたのが，
2017 年ギャラップ社の調査結果で，「熱意溢
れる社員」は日本では 2005 年の 9％から 6％
に減少しました。そのほかは，周囲に不満を
まき散らしている無気力な社員 24％，そして，
やる気のない社員が 70％という出現率です。
　最後に，国際的評価のまとめでありますが，
日本人労働者は，「良く働くけれども熱意が
ない」，「一見，元気そうだが覇気がない」，
そして「長時間働いてもアウトプットが低
い」ということになるのでしょうか。このよ
うな評価が，国際的な調査結果で明らかにさ
れているのが現状です。
　働くことは心身の健康にどのような影響を
及ぼすのかについて，オレゴン州立大学の先
生のデータがあります。65 歳で定年を迎え
た人と 66 歳で定年を迎えた人のその後の死
亡率が異なるとの結果が発表されました。1
年多く働いた人の死亡率が低いとのことです。
そうすると，我が国においては健康診断も実
際されており，従来の定年を超えて雇用を継
続することは健康面において有効で，その後
のセカンドライフの質が大きく異なってくる
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ことになると思います。この報告では，病気
のある人が早く辞めているということであれ
ば雇用と健康についての関係がなくなります
が，それを補正したとしても約 9％の死亡率
の減少が得られたことは，つまり，雇用とい
うものは高齢化社会においては極めて重要な
役割を果たすということを物語っています。
　これらの研究報告などを参考にしていただ
いて，我が国のこれからを考えた時，企業に
おいて健康経営をどのようにして，皆さん方

のご支援で進めていくのかが重要な課題とな
りつつあります。健康経営アドバイザー上級
者は，企業の健康経営を支援するプロフェッ
ショナルということになると思います。
　本日はご清聴頂き誠にありがとうございま
した。
司会　岡田先生，どうもありがとうございま
した。是非ですね，健康経営の上級アドバイ
ザーの資格を，皆さん，チャレンジしていた
だきたいと思います。


