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総合研究報告書 

産業保健の観点からの健康経営の有用性の検証のための研究 
 

研究代表者 永田智久 産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学 准教授 

 

研究要旨： 

本研究は、健康経営が有用であると経営者が強く認識するような啓発資料を作成すること

を最終成果とする。3ヵ年計画（2018-2020年度）により、以下の研究を実施した。 

１． 労働者の健康施策の経営上の目的・効果に関するインタビュー調査（運輸業、医療福祉

業） 

２．労働者の健康施策の経営上の目的・効果に関する中小企業の実態調査（アンケート、ホ

ームページ調査） 

３．健康経営度調査票から見た産業保健活動の実態 

４．経営者との連携方法に関する産業医インタビュー調査 

５．企業における健康施策決定プロセスと企業・労働者のニーズを踏まえた産業医の介入に

関する探索的検討 

６．企業の資産形成・生産性向上との関係の経済学的検証 

７．生産性向上を目的とした介入研究 

 

 まず、中小企業においては、人材不足が重要な経営課題となっており、優秀な人材の確保

と健康経営とは密接に結びついていた。健康経営優良法人へのアンケート調査でも、健康経

営優良法人へ応募した理由は、会社のイメージアップ、人材採用での効果を期待が２大理由

であり、整合的である。健康施策への課題は、お金がない、時間がない、専門家がいない、が

よく挙げられる障壁であるが、調査結果からは、従業員の巻き込み方が最大の課題であり、こ

こに対する対応が非常に重要である。健康施策・健康経営を進めることによる効果（健康面）

は、従業員の生活習慣や健康に関するリテラシーの改善・向上（56%）、従業員の健康状態

の改善（45%）が高かった。労働災害防止の面では、従業員の安全に対する意識が高まった

(40%)があがり、健康施策・健康経営と安全衛生面とが共に推進させる可能性が示唆された。

経営面での効果は、効果がない（43%）という回答が最も多かった一方で、人材採用場面で

の競争力（33%）がみられ、一定の効果の可能性があることが示唆された。このことから、産業

保健・健康経営の効果は健康面のみでなく、安全面や経営面にも波及しているといえる。しか

し、経営面の効果は人材採用場面での競争力であるものの、自社のホームページで積極的

にPRできている企業が少なく、この点を強化することで、より成果が上がることが期待される。 

 大企業においては、経営トップの産業保健・健康経営への関わりや方針の有無、体制等の

組織的要因が重要であることが明らかとなった。これらの無形資源が充実していると、労働者

の健康度も向上し、経営指標も良好であった。実証研究では、健康経営の実施は問診結果
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にあらわれる健康アウトカムの改善を通じて、企業の利益率を高めるプラスの影響をもたらす

可能性があるといえる。この関係は、産業保健専門職が役割を果たすことにより、強化される。

産業医介入に企業の意思決定が円滑になされるための産業保健サービスの要素・方法とし

て、1）健康施策における企業の意思決定の特徴や意思決定者の前提を踏まえて、合意形成

を要する範囲やその影響を把握することや、2）産業保健への認識を高めるために、恒常的に

産業保健に関する情報を経営情報へ翻訳しながら、提案を行うことが有効であると考えられ

た。本研究で開発されたチェックリスト等取り入れること等により、明らかとなった具体的手法と

要素を活用しながら、健康施策決定に貢献することが望まれる。産業医が経営者に報告する

内容の良好事例をまとめた。また、AI（人工知能）を活用した保健指導を受けることができるツ

ールを開発した。これらのツール・良好事例をいかし、企業規模、業種にあった健康施策・産

業保健活動が推進されることが期待される。 

 産業保健・健康経営を推進することにより、労働者の健康のみならず、安全や経営指標も改

善することが明らかとなった。この知見は大企業のみでなく、中小企業においても同様の知見

が得られた。これらの知見を広く周知することにより、労働者の健康や安全に経営者がより優

先的に取り組むことが期待できる。 

 

研究分担者 

研究分担者 山本 勲  慶應義塾大学商学部 教授 

研究分担者 松平 浩   東京大学医学部附属病院 特任教授 

研究分担者 永田 昌子 産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学 学内講師 

研究分担者 森 晃爾  産業医科大学産業生態科学研究所 産業保健経営学 教授 
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Ａ．研究目的 

本研究は、健康経営が有用であると経営

者が強く認識するような啓発資料を作成す

ることを最終成果とする。 

健康経営とは、経営者がリーダーシップを

取り、従業員等の健康管理を経営的な視点

で考え、戦略的に実践することである。経営

者を動かすためには, ①なぜ健康経営が必

要か、②具体的に何をすればよいか、③健

康経営に取組むメリットの情報が必要不可

欠である。本研究では、ソーシャルマーケテ

ィングの手法により、「経営者のニーズの把

握」と「必要な情報（エビデンス）の創出」の

両輪を並行して実施する。 

3ヵ年研究（2018-2020年度）により、以下

の研究を実施した。 

１． 労働者の健康施策の経営上の目的・効

果に関するインタビュー調査（運輸業、医療

福祉業） 

２．労働者の健康施策の経営上の目的・効

果に関する中小企業の実態調査（アンケー

ト、ホームページ調査） 

３．健康経営度調査票から見た産業保健活

動の実態 

４．経営者との連携方法に関する産業医イ

ンタビュー調査 

５．企業における健康施策決定プロセスと企

業・労働者のニーズを踏まえた産業医の介

入に関する探索的検討 

６．企業の資産形成・生産性向上との関係

の経済学的検証 

７．生産性向上を目的とした介入研究 

Ｂ．研究方法 

１．労働者の健康施策の経営上の目的・

効果に関するインタビュー調査（運輸業、

医療福祉業） 

健康経営優良法人（中小企業）に選定

されている運輸業６社および医療福祉業

１０社の経営者に対して半構造化面接を

実施した。インタビュー内容を録音し、

逐語録を作成したうえでコード化し、KJ

法の手法を参考にグルーピングを行った。 

 

２．労働者の健康施策の経営上の目的・

効果に関する中小企業の実態調査（アン

ケート、ホームページ調査） 

アンケート調査は2020年11月に紙の調

査票を郵送し, 参加者の利便性を考慮し

て , 回答済みの調査票の返送 , または , 

Webアンケートへの入力により回答を得

た. 健康経営優良法人（中小規模事業所）

2020の認定を受けた4,816法人（2020年4

月1日時点）を対象とした. 本研究では, 

経営者の考えを調査するため, 回答者は

法人代表者と指定した. 

調査項目は, 経営者の行動変容を促す

ために必要な情報を整理する目的で, 1. 

なぜ健康経営が必要か, 2. 具体的に何を

すればよいか, 3. 健康経営に取組むこと

による効果, の３つの情報を取得した.  

 質問項目ごとに粗集計を行うとともに, 

業種別, 従業員規模別の解析を行った .  

本研究は無記名で調査を実施したため, 

個人情報および企業情報は収集していな
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い. 本研究は産業医科大学倫理委員会の

承認を得て実施した. 

 ホームページ調査は, 2020年度健康経

営優良法人（中小規模法人部門）に認定

された4816法人のうち, 約半数の2382法

人を調査対象とした. 調査対象法人のホ

ームページを2020年5月から11月の期間

に検索し, 6項目(1．健康優良法人取得, 2．

ESG, 3．SDGs, 4．CSR, 5．社会貢献, 6．

労働災害)に関する記載状況について調

査した. また, ホームページ調査の際に, 

健康経営の観点を意識した安全衛生, 健

康施策に関する具体的な取り組みの記載

があった場合は, 良好事例として収集を

行った. 

 

３．健康経営度調査票から見た産業保健活

動の実態 

（１）企業の産業保健体制および従業員の健

康保持・増進の方針と健康指標の取得およ

びプログラムへの参加との関連について 

説明変数を、１）従業員の健康保持・増進

の方針の有無、２）従業員の健康保持・増進

に関して取締役会や経営会議等で議題とな

っているかどうか、３）常勤産業医・常勤産業

保健看護職の有無、４）定期的な管理職教

育、とした。結果変数は、健康診断結果の把

握の有無（適正体重維持者率、運動習慣者

比率、血圧リスク者割合（180/110 mmHg以

上）、血糖リスク者割合（空腹時血糖200 

mg/dL以上））、健康診断事後措置（精密検

査受診率の把握の有無、就業判定の実施

の有無）、従業員教育の実施（従業員教育

の対象者が5割を超えるかどうか、従業員教

育参加率が5割を超えるかどうか）、メンタル

ヘルス対策の実施（従業員に対するメンタル

ヘルス教育の実施の有無、50人未満の事

業所を含めてストレスチェックを実施している

か、メンタルヘルス不調による長期欠勤・休

職者の把握の有無）とした。説明変数と結果

変数との関係を、ロジスティック回帰分析を

用いて解析した。業種および正社員規模を

調整した。 

 

（２）企業の産業保健体制の基盤と従業員の

健康状態や生活習慣との関連について 

 説明変数は１）経営トップが自ら健康経営

の理念・方針を伝えているかどうか、2）常勤

の専門職として産業医及び保健師を雇用し

ているか、３）管理職に対して昇進時に従業

員の健康保持・増進施策について教育を実

施しているかどうか、とした。結果変数は、生

活習慣と血圧の管理状態を選択した。生活

習慣は適正体重維持者率、運動習慣者比

率、睡眠により十分な休養が取れている割

合、非喫煙者率とした。血圧の管理状態は、

血圧リスク者割合（180/110 mmHg以上）、

血圧の管理状態とした。説明変数と結果変

数との関係を、ロジスティック回帰分析を用

いて解析した。業種および従業員数、女性

比率を調整した。 

 

４．経営者との連携方法に関する産業医イ

ンタビュー調査 
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（１）中小企業調査 

日本産業衛生学会産業衛生専門医資格

を保有する経験豊富な産業医4名に対して、

フォーカス・グループ・ディスカッションを行

った。 

 

（２）大企業調査 

日本産業衛生学会産業衛生専門医資格

を保有する企業の健康施策に統括的に関

与している産業医（9名）から企業情報を収

集した。 

 

収集した情報は、１．経営層への健康施策

の報告内容、２．経営層の健康に関する関

心事、３．経営課題に対しての産業保健の

貢献、の3点である。 

 

５．企業における健康施策決定プロセスと企

業・労働者のニーズを踏まえた産業医の介

入に関する探索的検討 

企業における健康施策の立案に関与す

る10社11名の産業医を機縁法にて選定し、

半構造化面接を実施した結果を内容分析

に基づき質的帰納的に分析した。 

 

６．企業の資産形成・生産性向上との関係

の経済学的検証 

経済産業省の実施した健康経営度調査

（2015〜2019年度）の個票データを用いて、

従業員の健康状態と企業による健康経営施

策や働き方改革、生産性などの企業業績と

の関係を検証した。 

 

７．生産性向上を目的とした介入研究 

デザイン：無作為化比較試験 

介入方法：自己管理アプリケーション（セ

ルフケアガイドアプリケーション）を作

成した。そのうえで、介入群には、生活

習慣病予防・改善になぜ適度な身体活動

量が必要かなどエビデンスに基づいた知

識を提供する1時間のセミナーを実施し

た。この後にスマートフォンのLINEを用

いて、AIが専門家の知識がフィードバッ

クして最適な運動を短時間（1日1分）提

供するサービスを配布した。具体的には

「これだけは覚えてほしい体操」、「美し

い姿勢で、速歩き 」、「メンタル運動 」

の3つの運動プログラムの習慣化を目標

に、AIを活用することで個々に合わせた

ガイドを提供した。継続が途切れた際に

は、保健医療行動科学に基づく動機づけ

を行った。対照群では介入群に12週間遅

れて、同様のメニュー（セミナー＋スマ

ートフォンのLINEを用いたサービス）を

提供した。 

 

主要評価項目：運動ブログラムの継続の

有無 12週時点で運動プログラムを実施

しており、少なくとも3日に1回以上の実

践があり3週連続で未実施でなかった場

場合「継続」と判定し、研究開始時の被

験者数を分母に継続率を算出する。 

腰痛、肩こりの改善度：12週時点での自

覚症状に関して1)完全によくなった、2)



6 

 

大変改善した、3)少し改善した、4)変わら

ない、5)少し悪くなった、6)大変悪くなっ

た、7)今までになく悪くなった7段階で評

価を行い,1)-3)を改善と定義した。 

副次評価項目：①The Japanese Short 

Version of the Utrecht Work 

Engagement Scale: UWES-J、②Work 

Functioning Impairment Scale: WFun、 

③アテネ不眠尺度（Athens Insomnia 

Scale：. AIS）、④職業性ストレス調査票 

、⑤K6 

サンプルサイズ：先行研究でセミナーを

受けた集団で運動を継続したのは17％で

あった。本研究では介入群で定期的な運

動を開始し、12週間後まで継続できるも

のが15％、対照群では研究参加による運

動への関心の高まり等から，運動を開

始・継続するものが介入群の半分程度の

7％であると予想した場合に、危険率5％、

80％のパワーで8％の差を検出し、かつ12

週までに約20％の脱落者があると予想し、

各群50人と症例数を設定した。 

統計解析：主要評価項目の運動ブログラ

ムの継続の有無に関しては、ベースライ

ンの各群の症例数を分母としてχ2 検定

で比較した。肩こりと腰痛の自覚症状は

両群のベースラインと12週での前後の変

化量の差を算出し、 95% 信頼区間

（95%CI）を算出するとともに対応のな

い t 検 定 を 行 っ た 。 解 析 は

Intention-to-treat analysisにて行い、

SAS software (version 9.1.4, SAS 

Institute Inc., Cary, NC).を使用した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．労働者の健康施策の経営上の目的・

効果に関するインタビュー調査（運輸業、

医療福祉業） 

健康経営を実践している運輸業の経営

者は、経営課題を解決することと健康経

営の関係を明確に意識しており、また取

り組んだ成果を実感していた。従業員の

健康管理に関心が低い経営者に対して、

経営者が解決する経営課題を解決するた

めの方策として健康経営を提案できる可

能性がある。 

健康経営を実践している医療福祉業の

経営者は、経営課題を解決することと健

康経営の関係を明確に意識しており、ま

た多くが取り組んだ成果を実感していた。

健康経営を進めるうえでの困難は、「取り

組みに割ける時間がない」「健康経営の効

果が判断しにくい」「従業員の意識」「メ

ンタルヘルスの対策の難しさ」などが挙

げられた。昨年度と共通要素として考え

られる項目として、「健康経営の効果が判

断しにくい」は、PDCAを回していく際

の難しさが述べられ、「取り組みに割ける

時間がない」ことも共通して挙げられた。

シフト制で顔を合わす機会がない環境の

中で行う場合、様々な工夫が必要である

と考えられた。また、健康経営を進める

うえでの中小企業ならではの強みとして、

「目的や対策が浸透しやすい」が挙げら
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れた。 

 

２．労働者の健康施策の経営上の目的・

効果に関する中小企業の実態調査（アン

ケート、ホームページ調査） 

4816社のうち, 郵送が未達であった19社

を除く4797社を対象とし, 1901社から回

答を得た（回答率40%）. 回答企業数は建

設業, 製造業の順に多く, 企業規模では

21-50人, 6-20人の順に多かった. 健康経

営優良法人を知った媒体は, 協会けんぽ

からの案内が48%と最も多く, 応募した

理由は, 会社のイメージアップ, 人材採

用での効果を期待, が多かった. 健康の

取組みとして最も優先的に取り組むべき

課題は, 健康診断の有所見者への精密検

査や医療機関への受診勧奨であったが, 

従業員の活動への巻き込み方に困ってい

る企業が多かった（64%）. 健康施策・健

康経営の取組みに投入できる費用は, 1-3

万円（31%）, 5千-1万円（30%）の順で

あった. 健康施策・健康経営を進めること

による効果（健康面）は, 従業員の生活習

慣や健康に関するリテラシーの改善・向

上（56%） , 従業員の健康状態の改善

（45%）が高かった. 労働災害防止の面で

は, 従業員の安全に対する意識が高まっ

た(40%)があがり, 健康施策・健康経営と

安全衛生面とが共に推進させる可能性が

示唆された. 経営面での効果は, 効果が

ない（43%）という回答が最も多かった

一方で, 人材採用場面での競争力（33%）

がみられ, 一定の効果の可能性があるこ

とが示唆された. 健康経営優良法人に認

定されたことで最もよい反応を示した関

係者は, 社内（従業員）（31%）, 取引先

（22%）, 入社希望者（14%）であり, 社

外へも波及していることが明らかとなっ

た. 取組みの開示状況は, 健康施策・健康

経営は84%, 労働災害防止の取組みは

33%の開示率であった. 開示状況につい

て, ホームページ調査では, 健康経営優

良法人に関する記載は全業種で1247社

/2217社（56.2%）の企業で認められた. 

ESG, SDGsに関する記載があった企業数

は各々5社/2217社(0.2%), 130社/2217社

(5.9%)であった. CSRに関する記載は258

社/2217社(11.6％)の企業で, 社会貢献に

関する記載は405社/2217社(18.3％)の企

業で認められた. 労働災害に関する記載

は249社/2217社(11.2%)で認められたの

に対し, 運輸業では176社/199社（79.0%）

と他の業種より多くの割合で認められた. 

この理由は, 国土交通省が安全性優良事

業所であることを認定するGマーク制度

や, 運輸安全マネジメント制を推進して

いる影響が考えられる. 

 

３．健康経営度調査票から見た産業保健活

動の実態 

（１）企業の産業保健体制および従業員の健

康保持・増進の方針と健康指標の取得およ

びプログラムへの参加との関連について 

 健康保持・増進の方針について方針があ
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ること、また経営会議等で議論され、さらに

産業保健専門職が関与していることが、健

康診断結果の把握や事後措置の実施、メン

タルヘルス対策等の活動と有意に関連して

いた。組織としてしっかりとした健康保持・増

進に対する方針を策定すること、さらに経営

層が従業員の健康保持・増進に関する議題

を取り上げ、産業保健専門職がその議論に

参画することが重要であると考えられた。 

 

（２）企業の産業保健体制の基盤と従業員の

健康状態や生活習慣との関連について 

血圧の良好な管理状態を結果変数にし

た重回帰分析では、すべての管理状態につ

いて常勤の産業医がいることが血圧の良好

な管理状態と相関を認めた。良好な生活習

慣を持つ従業員の割合を結果変数とした分

析においては、上司への教育を実施してや

っていない企業と比較し、上司への教育を

実施している企業は、非喫煙者率が高いこ

とと相関がみられた。常勤の産業看護職が

いる企業は非喫煙者の率が高いことと、適

正体重維持従業員割合とそれぞれ相関を

認めた。それ以外の適切体重維持従業員

割合、睡眠で十分休養が取れている割合、

運動習慣割合とは、トップが自ら方針を伝え

る事や、上司への教育、評価改善が図られ

ることと相関は見られなかった。有意差は認

めなかったが、トップが自ら方針を伝えること

と、睡眠で十分休養が取れている割合と弱

い相関傾向を認めた。 

 

４．経営者との連携方法に関する産業医イ

ンタビュー調査 

（１）中小企業調査 

いずれの企業でも人員確保が困難になっ

てきており、優秀な人財の確保や離職率の

低減のための対策は優先順位が高かった。

産業保健活動がこの課題に対して直接的に

関わる場面は少ないものの、メンタルヘルス

対策を含む健康対策の充実が課題解決に

結びつくことは共通の認識であった。そのた

め、産業医としては、通常の産業保健業務

（健康診断やストレスチェックおよびその事

後措置等）を確実に遂行し、その効果を可

視化すること、経営者の関心事を把握する

ためにコミュニケーションをとることが重要で

ある。 

 

（２）大企業調査 

いずれの企業においても、産業医が様々

な場面で経営層に健康施策に関する取組

み、実施の効果評価について報告を行って

いた。その報告内容は、経営者が抱えてい

る「人」に対する課題とも擦り合わせが行わ

れ、施策が実行されていた。つまり、産業保

健スタッフが主担当として健康施策が計画

的に実行され、評価され、その結果が経営

層のレビューを経て改善がはかられており、

そのプロセス（健康活動マネジメント）そのも

のが健康経営の活動といえる。結果的に、

多くの企業では健康経営銘柄・健康経営優

良法人への関心も高く、報告事項の1つとな

っていた。 
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５．企業における健康施策決定プロセスと企

業・労働者のニーズを踏まえた産業医の介

入に関する探索的検討 

本研究のテーマに対応した144カテゴリが

形成され、社内健康施策の意思決定プロセ

ス・産業医の介入・産業医の介入に関する

補足要素の3要素に整理された。このうち産

業医の介入は、「関係性の構築・相互理解

の促進」、「根回し・ 調整」、「仮説に基づく

ニーズの可視化」、「統合的な企画づくり・提

案」の4要素に関連する具体的な介入手法

が示され、チェックリストの項目として採用さ

れた。共有される情報として、経営層が産業

保健活動に対し、健康投資の費用対効果な

ど総合的なコスト面、 ベンチマーク、他社の

事例や取り組み・傾向などが挙がり、産業医

は経営層のニーズを汲み、経営の視点を認

識した上で企業の意思決定プロセスに介入

していることが明らかとなった。 

 

６．企業の資産形成・生産性向上との関係

の経済学的検証 

健康経営度調査に回答した上場企業の

データを用いて、健康経営の実施の有無と

企業価値との関係を経年的に把握したとこ

ろ、健康経営実施企業は非実施企業よりも

期間を問わず、企業価値が1.8〜2.1倍程度

大きいことが明らかになった。 

より詳細なデータを用いて、健康経営実

施の効果について因果的な関係を推計した

ところ、従業員の健康を明示的に経営理念

に掲げ、社内に浸透させる施策を実施する

と利益率にプラスの影響をもたらすことや、

労働時間管理に関連する施策が非上場企

業で利益率にプラスの影響を与えることが

確認できた。さらに、健康経営施策から利益

率への影響のメカニズムを検証すると、企業

が従業員の健康を経営理念に掲げ、健康

経営を実施するとすぐに各種健診の受診率

が高まることや、1年後には適正体重者率や

十分な睡眠者率などの問診結果で評価した

健康アウトカムが改善する傾向が示された。

また、問診結果で評価した健康アウトカムの

改善は、利益率を有意に高めることも明らか

になった。 

 

７．生産性向上を目的とした介入研究 

ベースライン時の被験者の背景は、平均

年齢は，介入群で41.8±8.7歳、対照群42.4

±8.0歳、男性の割合は前者で81.3% で後

者は71.7% であった。 

介入群の運動継続率は93.6%であった。 

主要評価項目の肩こりの改善は、介入群：

改善72.91％, 対照群：改善7.14％であり、

介入群で有意な改善を認めた(p<0.0001) 。

腰痛の改善は、介入群：改善54.2%,対照群：

改善4.8%であり、介入群で有意な改善を認

めた(p<0.0001)。全ての副次評価項目にお

いて、介入群と対照群に有意差を認めなか

った。しかしながら職業性ストレス調査票に

よる身体ストレスに関しては、介入群で改善

の度合いが高い（介入群-2.7±3.3、対照群

1.3 ±3.4、p=0.053）傾向にあった。 
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Ｄ．考察 

本研究は、労働安全衛生および健康経

営が有用であると経営者が強く認識する

ような啓発が行えることを目標とした。

経営者を動かすためには, ①なぜ産業保

健、健康経営が必要か、②具体的に何を

すればよいか、③産業保健、健康経営に

取組むメリットの情報が必要不可欠であ

る。 

 まず、中小企業においては、人材不足

が重要な経営課題となっており、優秀な

人材の確保と健康経営とは密接に結びつ

いていた。健康経営優良法人へのアンケ

ート調査でも、健康経営優良法人へ応募

した理由は、会社のイメージアップ、人

材採用での効果を期待が２大理由であり、

整合的である。健康施策への課題は、お

金がない、時間がない、専門家がいない、

がよく挙げられる障壁であるが、調査結

果からは、従業員の巻き込み方が最大の

課題であり、ここに対する対応が非常に

重要である。健康施策・健康経営を進め

ることによる効果（健康面）は、従業員

の生活習慣や健康に関するリテラシーの

改善・向上（56%）、従業員の健康状態の

改善（45%）が高かった。労働災害防止

の面では、従業員の安全に対する意識が

高まった(40%)があがり、健康施策・健康

経営と安全衛生面とが共に推進させる可

能性が示唆された。経営面での効果は、

効果がない（43%）という回答が最も多

かった一方で、人材採用場面での競争力

（33%）がみられ、一定の効果の可能性

があることが示唆された。このことから、

産業保健・健康経営の効果は健康面のみ

でなく、安全面や経営面にも波及してい

るといえる。しかし、経営面の効果は人

材採用場面での競争力であるものの、自

社のホームページで積極的にPRできてい

る企業が少なく、この点を強化すること

で、より成果が上がることが期待される。 

 大企業においては、経営トップの産業

保健・健康経営への関わりや方針の有無、

体制等の組織的要因が重要であることが

明らかとなった。これらの無形資源が充

実していると、労働者の健康度も向上し、

経営指標も良好であった。実証研究では、

健康経営の実施は問診結果にあらわれる

健康アウトカムの改善を通じて、企業の

利益率を高めるプラスの影響をもたらす

可能性があるといえる。この関係は、産

業保健専門職が役割を果たすことにより、

強化される。産業医介入に企業の意思決

定が円滑になされるための産業保健サー

ビスの要素・方法として、1）健康施策に

おける企業の意思決定の特徴や意思決定

者の前提を踏まえて、合意形成を要する

範囲やその影響を把握することや、2）産

業保健への認識を高めるために、恒常的

に産業保健に関する情報を経営情報へ翻

訳しながら、提案を行うことが有効であ

ると考えられた。本研究で開発されたチ

ェックリスト等取り入れること等により、

明らかとなった具体的手法と要素を活用
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しながら、健康施策決定に貢献すること

が望まれる。産業医が経営者に報告する

内容の良好事例をまとめた。また、AI（人

工知能）を活用した保健指導を受けるこ

とができるツールを開発した。これらの

ツール・良好事例をいかし、企業規模、

業種にあった健康施策・産業保健活動が

推進されることが期待される。 

 

Ｅ．結論 

産業保健・健康経営を推進することに

より、労働者の健康のみならず、安全や

経営指標も改善することが明らかとなっ

た。この知見は大企業のみでなく、中小

企業においても同様の知見が得られた。

これらの知見を広く周知することにより、

労働者の健康や安全に経営者がより優先

的に取り組むことが期待できる。 
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