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パート１
日本再興戦略と健康寿命の延伸

Japan is back



アベノミクスの3本の矢

第一の矢：大胆な金融政策

第二の矢：機動的な財政政策

第三の矢：民間投資を喚起
する成長戦略

・企業・家計に定着したデフレマインドを払しょく
・２％の物価安定目標をできるだけ早期に実現

・デフレ脱却をよりスムーズに実現するため、有効
需要を創出

・持続的成長に貢献する分野に重点を置き成長戦
略へ橋渡し

・民間需要を持続的に生みだし、経済を力強い成
長軌道に乗せていく

・投資によって生産性を高め、雇用や報酬という果
実を広く国民生活に浸透させる



2020年に達成を目指す健康・医療の成果目標



2020年に達成を目指す健康・医療の成果目標

・国民の健康寿命を1歳以上延伸
2010年 男性70.4歳、女性73.62歳

・メタボ人口を2008年度比25％減少
メタボ人口1400万人（2008年度）

・健診（特定健診含む）受診率80％
特定健診受診率45％（2011年度）



2020年ま

でに健康
寿命の

1年の延伸



都道府県別平均寿命ランキング（2011年）





健康寿命延伸のための
戦略市場創造プラン

• 医療分野研究開発の司令塔「日本版NIH」の
創設

• 健康寿命延伸産業の育成（ガイドライン作成）

• 一般用医薬品のインターネット販売

• 先進医療の審査迅速化

• 予防・健康管理の推進に関する新たな仕組
みづくり

• 医療の国際展開 → 成田市に医学部！



健康寿命延伸産業の育成
（ガイドライン作成）



運動指導
栄養指導



病院食の
配食サービス

薬局での検査



健康サポート薬局で
自己採血で検体測定

ヘモグロビンＡ１Ｃとコレステロール値
が6分でわかる！ 超便利！

日本調剤麻布十番薬局（港区）



地域包括ケア
システム



一般社団法人健康経済分析機構（EARTH）
Economic Analysis, Research and Technology for Health (EARTH)

連絡先： ogawat.earth@gmail.com （代表理事・小川俊夫）

一般社団法人 健康経済分析機構（EARTH）は、平成24年に大学の研究者と株式会社メディヴァが
共同で設立した非営利団体です。EARTHは、大学での各種研究成果を活用し、大学の研究活動の
一環として保険者の皆様が保有している各種データの分析と、その活用に関する知見をご提供し、
今後の保健事業等に活用していただくことを目的としています。

代表理事 小川俊夫（国際医療福祉大学）
理事 武藤正樹（国際医療福祉大学）

大石佳能子（株式会社メディヴァ）

【EARTHでご提供するサービスの特徴】

① 膨大な組合せのクロス分析を実施
（あらゆるパターンでの分析）

② 膨大な組合せの分析結果から、
健康保険組合の特徴を見出す

③健保組合に
適した追加
分析等の実施

＋

① 分析用データベース構築と分析作業をこれまでのノウハウを活用して効率的に実施
② 膨大な分析結果から、研究者の知見を活かして特徴を抽出
③ 健保組合ごとの特性とニーズ等をもとに、ハイリスク者等の抽出や追加分析を実施
④ 株式会社メディヴァと共同で、分析結果を踏まえた保健事業の提案（及び実施）

実績：大手健保組合における
健診レセデータ分析

④分析結果を
踏まえた保健

事業の提案、デ
ータヘルス計画
の立案等

大学発の
分析会社



EARTHでご提供するサービス

• 研究者による基本サービス
– 分析用データベースの構築
– データ分析の実施
– 分析結果の取りまとめ
– データヘルス計画等への提案

• 追加サービス
– 翌年度以降のフォローアップ
– 改善策のご提案
– 改善策の実施
– 分析用データ整備など
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成果物

分析報告書

分析報告書

実施報告書

提案書

サービス提供

分析用
データベース

など



• ご相談・お問い合わせは、EARTHまでご連絡下さい
。

一般社団法人・健康経済分析機構EARTH

〒108-0023 
東京都港区芝浦3丁目14番19号大成企業ビル6階
EARTH代表理事 小川俊夫

E-mail: ogawat.earth@gmail.com
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パート２
データヘルス計画と健康経営





2015年5月









健康経営

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TbA5faWGMDDgeM&tbnid=BuFH-1BweqJqyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgadgetlife2ch.blomaga.jp%2Farticles%2F28957.html&ei=M59fU4yEFNS48gWosoGwCQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNEBLkcubKrBu2m9h2mkP2nfWYf29Q&ust=1398861991199268
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TbA5faWGMDDgeM&tbnid=BuFH-1BweqJqyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgadgetlife2ch.blomaga.jp%2Farticles%2F28957.html&ei=M59fU4yEFNS48gWosoGwCQ&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNEBLkcubKrBu2m9h2mkP2nfWYf29Q&ust=1398861991199268
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TbA5faWGMDDgeM&tbnid=BuFH-1BweqJqyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fgadgetlife2ch.blomaga.jp%2Farticles%2F28957.html&ei=SZ9fU4mgDMzd8AX69IDADw&bvm=bv.65397613,d.dGc&psig=AFQjCNEBLkcubKrBu2m9h2mkP2nfWYf29Q&ust=1398861991199268


健康経営とは？

• 「健康経営」とは、米国の経営心理学者のロ
バート・ローゼンが提唱した概念で、企業の
持続的成長を図る観点から従業員の健康に
配慮した経営手法のこと。

• 従業員の健康が企業および社会に不可欠な
資本であることを認識し、従業員への健康情
報の提供や健康投資を促すしくみを構築する
ことで、生産性の低下を防ぎ、医療費を抑え
て、企業の収益性向上を目指す取り組みを
指す。



パート３
日本健康会議

健康なまち・職場づくり宣言２０２０







日本健康会議 2016年7月25日
東京・よみうり大手町ホール。

日本商工会議所会頭の三村明夫氏

塩崎厚生労働大臣
加藤一億総活躍大臣 横倉日本医師会長



日本健康会議趣旨

• 人口減少、少子高齢化が進
む日本において、今後は高齢
者の労働参加率を上げてい
かなければならず、そのため
には健康維持が欠かせない。

• 企業は、従業員の健康管理を
経営的な視点で考えなければ
いけない。

• 健康経営は、医療の削減の
みならず、生産性の向上や従
業員の能力発揮につながるも
ので、コストと捉えずに経営戦
略の一環として捉えてもらい
たい。日本商工会議所会頭の三村明夫氏





武藤正樹



達成要件を
KPIとした









宣言１好事例
よこはまウオーキングポイント

• 横浜市の高齢化率は２２．９％。２０２５年までに
高齢者は２３万人増えて、就業者数は５万人減
る。

• この状況をチャンスと捉え、新たな健康関連サ
ービスを創出したい。具体策が「よこはまウォー
キングポイント」制度だ。

• 参加者に無料で配った歩数計を市内１０７４か
所に設けた専用リーダーにかざすと、歩数に応
じてポイントが得られ、商品券などが当たる。リ
ーダー設置店舗の集客や売り上げ増加にもつ
ながっている。

• 徳江雅彦氏…横浜市経済局特
区推進担当理事

https://yomidr.yomiuri.co.jp/?attachment_id=172662


万歩計と歩数計リーダー









宣言２好事例
石川県能美市糖尿病予防

• HbA1cが6.5以上の人を糖尿用管
理台帳に登録し、同患者を優先し
て保健指導をしている。2008年、
HbA1cのワースト30人を訪問し、実
地調査を行った。

• その結果、数値が予想以上に悪く
、「放置してはいけない」と医師会と
連携した活動をすることになった。

• 重症化予防事業として、治療中の
人にも市の保健師が訪問し、栄養
指導をできる仕組みを整えた。

• この結果、8年間の活動でHbA1cの
数値に問題のある人の割合が減っ
た。

• 市の保健活動に医師会も理解して
くれていて、個別症例ごとに相談を
しあえる仲になったという。

川本素子氏…石川県能美市健康推進課長



石川県能美市の糖尿病予防事例

ＨｂＡ１ｃワースト３０人のリストは、関係者が危機感を共有し、
医療と連携するきっかけとなった

能美市医師会の松田健志会長能美市健康福祉部健康推進課の
川本素子担当課長









宣言４好事例
健康経営 コニカミノルタ

• 2年連続健康銘柄

鈴田朗氏…コニカミノルタ
人事部健康管理グループリーダー

「健康銘柄」とは
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」
として選定・公表。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/?attachment_id=173031
https://yomidr.yomiuri.co.jp/?attachment_id=173031














矢内邦夫氏
全国健康保険協会（協会けんぽ）
東京支部長

協会けん
ぽは中小
企業の健
康宣言の
サポート
を行って
いる

https://yomidr.yomiuri.co.jp/?attachment_id=173093
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ワーキンググループ座長報告～「宣言」達成への取り組み～
後発医薬品推進ＷＧについて

ＷＧの構成員
稲垣 仁 国民健康保険中央会 保健事業部長

小澤 時男 全国健康保険協会 企画部長

片岡 昭彦 健康保険組合連合会 参与

鈴木 邦彦 日本医師会 常任理事

中島 利夫 埼玉県後期高齢者医療広域連合事務局次長兼

保険料課長

永田 泰造 日本薬剤師会 常務理事

橋田 淳一 檮原町 保健福祉支援センター長

平塚 知彦 柏市 市民生活部長

宮田 俊男 京都大学産官学連携本部 客員教授

武藤 正樹 国際医療福祉大学大学院 教授

オブザーバー

細川 修平 日本ジェネリック医薬品学会 事務局長

（五十音順、敬称略）

ＷＧの開催実績

第１回 平成28年１月
・本ＷＧの開催趣旨や現状の後発医薬品の普及
啓発に関する保険者の取組などを踏まえ議論

第２回 平成28年３月
・後発医薬品の使用割合が高い保険者と低い
保険者からヒアリング

第３回 平成28年４月
・アンケートの結果やヒアリング内容等も
踏まえ、要件定義について議論

【アンケート調査について】
「使用割合を高める取組」の要件を検討するため、保険者種別、規模、後発医薬品の使用割合等を勘案し、全体で
おおむね１００保険者を対象に調査を実施。
後発医薬品の使用促進に係る事業内容、後発医薬品の使用促進に係る取組の効果の検証などについて調査を行った。

【ヒアリングについて】
「使用割合を高める取組」の要件を検討するため、後発医薬品の使用割合が高い保険者、低い保険者からそれぞれ
２保険者ずつヒアリングを行い、後発医薬品の使用促進に関する具体的な取組や課題などについて聴取した。
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宣言８ワーキンググループ
ジェネリック医薬品
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2020年まで毎年、宣言ごとの保険者全数調査を行い、
結果を公表していく！

詳細はポータルサイトをご覧ください。
http://kenkokaigi.jp/



まとめと提言

・健康寿命の延伸と健康経営が、健康政策の目標

・データヘルス計画がそのツール

・日本健康会議は民間主導の健康寿命延伸と国民皆保険
維持のための国民運動

・その課題は糖尿病重症化予防

・2020年まで続く日本健康会議の成果に注目しよう

・



２０２５年へのカウントダウン
～地域医療構想・地域包括ケアはこうなる！～

• 武藤正樹著

• 医学通信社

• Ａ５判 ２７０頁、２８００円

• 地域医療構想、地域包括ケア
診療報酬改定、２０２５年へ向
けての医療・介護トピックスetc

• 2015年9月発刊



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
mutoma@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

フェースブッ
クで「お友達
募集」をして
います

http://www.iuhw.ac.jp/clinic/

