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働くことと健康

働くことは Labor（罰） か Ｂｅｒｕｆ（天職）か

歴史的背景

Labor 『苦しい仕事』が原義

Beruf 『神から与えられた天職』
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経営者と従業員の健康

身心どちらにせよ、数日間ひきつづいての激しい労働は、たいていの人のばあい、そのあとに

休養にたいするつよい願望が自然に生じ、これは強制かあるいは何か強い必要によって抑制さ

れないかぎり、ほとんど抗しがたいものである。それは、自然の要求であって、この要求は、あると

きはただ気楽に過ごすことによって、あるときはまた気晴らしや娯楽にふけることによって、休息す

ることを必要とする。もしそれがかなえられなければ、結果はしばしば危険なものであり、ときには

致命的なものであって、ほとんどつねに、おそかれはやかれ、その職業に特有の病気をもたらす

のである。もし親方たちがつねに理性と人間性の命じるところに耳を傾けるならば、自分たちの職

人たちの多くの熱意をかきたてるよりは、むしろそれを緩和することがしばしば必要になるだろう。

継続して働くことができるように適度に働く人が自分の健康をもっとも長く保持するばかりでなく、

年間をつうじて最大量の仕事を遂行するということが、すべての種類の職業でみられるだろうと

私は信じる。

[国富論【1】アダム・スミス著 水田洋監訳 杉山忠平訳 149ﾍﾟｰｼﾞ 岩波文庫 2000年]

1776年 「国富論」



経営者と従業員の健康

「職工事情」(1903年3月)から抜粋

某機業家においては工女一名腸窒扶斯病に罹りしに、充分なる手当をもなさず病室の設けなけ

れば寄宿室にて療養せしめしに、他の工女に伝染し工女三十名の中五名を除くほかは皆同病に

罹り、寄宿室に枕を並べて呻吟苦悶せり。しかるに同病はついに工場主および家族に伝染し、こ

れがため家族一名工女三名死亡せりと。衛生上に顧慮せざる結果おおむねかくの如し、豈悄然

たらざるべけんや。

[職工事情【上】犬丸義一校訂 365ﾍﾟｰｼﾞ 岩波文庫 1998年]

1903年 「職工事情」



国際労働機関の目的に関する宣言
（フィラデルフィア宣言）

国際労働機関の総会は、その第26回会期としてフィラデルフィアに会合し、1944
年５月10日、国際労働機関の目的及び加盟国の政策の基調をなすべき原則に関
するこの宣言をここに採択する。

１

総会は、この機関の基礎となっている根本原則、特に次のことを再確認する。

(a) 労働は、商品ではない。（labour is not a commodity）

(b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。

(c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。

(d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び

使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進する

ために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際

的努力によって、遂行することを要する。

1944年5月10日採択

1944 ILO



競争優位に立つための鍵を握るのは人間である

一般に経営理論は、二種類の成果に焦点を当てた理論であると言うことができる。

一つは生産性、品質、利益向上といった意味での成果。もう一つは、人的成果、つまり、

労働者の心理的健康や自己実現を目指しての成長、さらには労働者の安全・所属・愛

情・自尊欲求の充足である。

Abraham H. Maslow, 1962  （「完全なる経営」金井壽宏監訳 2001年、日本経済新聞出版社）

1962  Maslow

Abraham Harold Maslow,

1908.Apr.1. - 1970.June.8.
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労働者の健康増進

労働と健康の相互作用

労働は重要であり、また、自尊心（self-esteem)および秩序観念（sense of order)形

成の上で大きな心理的役割を演じると指摘されている。そして、それは生存に活力を

与え、日・週・月・年の周期的パターンを形成する。

失業は、それ自体健康に対して悪い影響を与える。雇用されたことのない人々は、

身体的・社会的健康に必要な自立性(identity) や帰属意識(sense of belonging)を労

働を通して向上させる機会が全くない。 そのような人々は、職場での健康情報を利用

できず、労働と健康が相互によりよい方向に影響し合うことに関しても気がつかないで

あろう。さらに、彼らは自由時間が多いので、時に不安と抑うつが結びついて、就業者

よりも酒、タバコ、薬物に溺れやすい。

1988 WHO

WHO Technical Report Series 765: Health promotion for working promotion.1988 監訳 高田 勗 中央労働災害防止協会



少子化 労働生産性

プレゼンティーズム健康経営
中小企業
承継問題

団塊世代
後期高齢

健康経営
ホワイト500

労働災害
転倒他

会社法
経営責任

安全配慮義務人手不足
倒産

高齢化

企業を取り巻く環境

Risk hedge

Risk assessment Risk management

Risk communication Risk finance

為替相場
地球環境

自然災害 国際紛争

企業を取り巻く環境

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ=法定健康診断100%受診とｱｳﾄｶﾑ追求
健康経営ｵﾌｨｽ＝快適職場空間
金銭的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ＝ﾍﾙｽｹｱﾎﾟｲﾝﾄ

＝労働時間投資
＝空間投資
＝利益投資

Investment



健康経営の本質
経営者、従業員が一体となり、健康を基盤とした「企業活動」を継続する

働きがいは、自己実現であり、「健康」が必要不可欠である

人は、人生のほとんどを「働くこと」で時間を費やする

企業を支えているのは、人であること

健康経営カンファレンス 健康経営の本質―その取り組み方



高齢社会対策基本法 – 前文
（平成7年11月15日公布）（平成7年12月16日施行）

我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願
望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎
え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての
国民が安心して暮らすことができる社会でもある。

しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見
ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民の
意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残され
ている時間は極めて少ない。

このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を
築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会参加、生活環境等に係る社会の
システムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があり、
そのためには、国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力し
ながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。

ここに、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高
齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する。

1995 高齢社会対策基本法（平成７年法律129号）



経営者自身の健康に対する関心

経営者自身の健康習慣

経営者が定期的に健康診断を受診していない事業場では、

「健康づくりが必要とは思わない」との考えと相関があることが

明らかになっています。

「小規模事業場における自主的な健康保持増進対策の促進事業報告書」平成9年3月 中央労働災害防止協会

1997年 中央労働災害防止協会



健康経営の考え方

健康経営とは

健康経営とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面に

おいても大きな効果が期待できる、との基盤に立って、健康管理を経営

的視点から考え、戦略的に実践することを意味している。

NPO法人健康経営研究会

健康経営

経営戦略

健康投資

経営利益

企業価値

健康保持増進 ⇨ 労働生産性

企業ブランド

経営者 ⇨ 働く人 ⇨ 企 業 ⇨ 社 会

http://kenkokeiei.jp/index.html


100年時代の人生戦略

平均寿命が長くなればなるほど

・現役で貯蓄率を高める

・より高齢になるまで働く

の一方、もしくは両方が必要とされるのだ。そうなると、長寿という贈り
物は一転して厄災の種になる。ほとんどの人は、贈り物を受けるため
の対価など支払いたくはない。

2016 The100-Year Life by Lynda Gratton／Andrew Scott

「LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略」ﾘﾝﾀﾞ･ｸﾞﾗｯﾄﾝ/ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｽｺｯﾄ著、池村千秋訳、東洋経済新報社 2016

Professor of
Management Practice at
London Business School 

70代、80代まで働くようになれば、手持ちの知識に磨きをかけるだけでは最後まで

生産性を保てない。時間を取って、学び直しとスキルの再習得に投資する必要がある。

➾定年までに健康を害しては実現不可能

➾定年までに健康を害しては実現不可能

➾？



あなたは、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいですか
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無回答

わからない

その他

仕事をしたいとは思わない

働けるうちはいつまでも

80歳くらいまで

75歳くらいまで

70歳くらいまで

65歳くらいまで

2014 内閣府

平成30年版 高齢社会白書 内閣府（平成30年7月1日）
資料：内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」（平成26年）

（注）調査対象は、全国60歳以上の男女。現在仕事をしている者のみの再集計。

（％）

79.7％



収入になる仕事に就くことを希望しながら、
現在仕事を探していない理由（シニア）
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65歳以上

60～64歳

適当な仕事がありそうにない 健康上の理由のため 介護・看護のため 出産・育児のため その他

2018 中小企業庁

中小企業白書 2018年版 中小企業庁編 平成30年6月25日

資料：総務省「平成28年労働力調査」再編加工



収入になる仕事に就くことを希望しながら、
現在仕事を探していない理由（女性）
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65歳以上

55～64歳

45～54歳

35～44歳

25～34歳

15～24裁

適当な仕事がありそうにない 出産・育児のため 介護・看護のため 健康上の理由のため その他

2018 中小企業庁

中小企業白書 2018年版 中小企業庁編 平成30年6月25日

資料：総務省「平成28年労働力調査」再編加工



日本人の死因順位（男性と女性）
平成30年（2018） 人口動態統計月報年計（概数）の概況

年齢階級 第1位 第2位 第3位

総数（男） 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

10～14 自 殺 悪性新生物 不慮の事故

15～19 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

20～24 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

25～29 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

30～34 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

35～39 自 殺 悪性新生物 心疾患

40～44 自 殺 悪性新生物 心疾患

45～49 悪性新生物 心疾患 自 殺

50～54 悪性新生物 心疾患 自 殺

55～59 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

60～64 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

65～69 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

年齢階級 第1位 第2位 第3位

総数（女） 悪性新生物 心疾患 老衰

10～14 悪性新生物 自 殺 不慮の事故

15～19 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

20～24 自 殺 不慮の事故 悪性新生物

25～29 自 殺 悪性新生物 不慮の事故

30～34 自 殺 悪性新生物 不慮の事故

35～39 悪性新生物 自 殺 脳血管疾患

40～44 悪性新生物 自 殺 脳血管疾患

45～49 悪性新生物 自 殺 脳血管疾患

50～54 悪性新生物 自 殺 脳血管疾患

55～59 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

60～64 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

65～69 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患

2019 厚生労働省

政策統計官付参事官付人口動態・保健社会統計室 2019.06.07

計画のグレシャムの法則から⇨心身の健康づくりと安全対策
働き盛り世代の対策（現在）：ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱと安全対策
中高年世代の対策 （未来）:生活習慣病対策を上乗せ



健康経営が注目される理由

人口構造の変化
少子・高齢化
人手不足

企業価値
ブランド

健康・体力問題
ﾌﾟﾚｾﾝﾃｨｽﾞﾑ
労働災害

過重労働
脳心臓精神疾患

労働災害

職場ストレス
職場ｽﾄﾚｽ度
ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

働き方改革
労働時間規制
罰則強化

2025年問題
団塊世代
承継問題

「新入社員」意識
楽しむため
デート優先

Business
Continuity

Plan

2025年問題＝①団塊の世代が75歳以上に ②中小企業の経営者が70歳以上に（後継者？）
2045年問題＝ Technological Singularity（人間の頭脳では予測不可能な未来の始まり）

Motivation
Engagement
WL Balancet

健康経営 未来への投資

プレゼンティズム
アブセンティズム
健康問題、労災問題

メンタルへルス不調

悪性腫瘍



健康リテラシーと日本企業の文化

健康経営を日本企業の文化にする
✵ 欧米の企業健康づくり事業と決定的に異なる要因

1．事業者は、健康管理を行わなければならない（労働安全衛生法）

2．事業者は、健康保険組合に投資しなければならない（健康保険法）

第百六十一条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。

3．従業員は、健康診断を受けなければならない（労働安全衛生法）

👇

✵ 義務化された健康管理事業を利益（健康）創出事業とする

✵ 法定福利費、福利厚生費、すべて経営戦略事業として利益（健康）創出投資とする

👇

✵ 健康づくりは業務 労働時間内に健康診断、保健指導、健康教育、健康づくりを

👇

✵ 健康投資（時間投資、空間投資、利益投資） 「人は健康であって働くことができる」

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵



経営者のパワーと従業員のエンゲージメント

エンパワーメントとプロダクティビィ

健康経営カンファレンス 健康経営の本質―その取り組み方



事業所ごとのライフスタイル健康診断結果・医療費

組織別健康診断結果と医療費等

運動習慣を持つ従業員の多い、B組織は平均医療費が低いといったことがわかる。飲酒量、運動習慣などは自己申告だが、その根拠
としてTHPのデータ(γーGTP、予測最大酸素摂取量等）等を算入して、順位を出している。

B事業場は、勤務時間が規則的-Work-Life Balance、on-off ⇨ 安全重視
A事業場は、指揮命令系が明確-多忙、働き甲斐 ⇨ Engagement

健康診断受診率

肥満者

常習飲酒

飲酒量

喫煙中

活動的休日

運動習慣

休業率

平均医療費

良い 悪い

How to 健康管理 2001



経営者等に対するインセンティブ

経営者に対するインセンティブとして、以下のような取り組みを通じ、健康経営に取り

組む企業が、自らの取組を評価し、優れた企業が社会で評価される枠組み等構築する

ことにより、健康投資の促進が図られるよう、関係省庁において年度内に所要の措置を

講ずる。

・健康経営を普及させるため、健康増進に係る取組が企業間で比較できるよう評価指

標を構築するとともに、評価指標が今後、保険者が策定・実施するデータヘルス計画

の取組に活用されるよう、具体策を検討

・東京証券取引所において、新たなテーマ銘柄（健康経営銘柄（仮称））の設定を検討

・「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」やCSR報告書などに「従業員等の健康管

理や疾病予防等に関する取組」を記載

・企業の従業員の健康増進に向けた優良取組事例の選定・表彰 等

「日本再興戦略」改訂2014-未来への挑戦― 平成26年6月24日

2014 日本再興戦略



Collaborative Health and Work

コラボヘルス - Compliance and Fund - Strategic Management

健

康

経

営

事 業 主 Health management  法令遵守 労働時間

医療保険者 Health promotion 保健事業 疾病予防

労働安全衛生法、健康保険法、労働契約法等

コラボワーク - Productivity and Creativity - Strategic Investment

経 営 者 Healthcare ―働かせ方 職務適正に配慮した労務管理

従 業 員 Engagement―働 き 方 職務適性を考慮した人事管理

ワークリテラシー、ヘルスリテラシー等

Collboration

Time is Money⇨ Productivity/hour ⇨ Time ⇨ Health need Time = Work-Life balance
企業利益⇦労働生産性/時間＝エンゲージメント⇦労働時間vs睡眠時間⇦心身の健康



Healthcare の考え方の推移

Try and Error Sacrifice シャーマニズム

⇓

Experience Based Healthcare 経験の集積 言い伝え、ことわざ

⇓

Evidence Based Healthcare 結果の集積 疫学、公衆衛生

⇓

Value Based Healthcare 社会経済的効果 共進

⇓

？ Work Based Healthcare？

Healthcare

手探り=思い付き＝inspiration

経営者の勘＝一か八か的＝instinct

情報の集積＝費用対効果=effect

的確な方策=費用対便益＝outcome

働くことで健康が=企業ブランド=brand



高血圧発症リスクと通勤時歩行時間
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The Osaka Health Survey：Ann Intern Med. 1999;130:21-26

1999 Osaka Health Survey  Annals of Internal Medicine 



身体活動とがんの発症リスク
年 研究成果 根 拠

1996
・身体活動（30分以上の中等度の身体活動を週のうちのほとんど、または毎日行う）で男女両性
の大腸がん発症リスク低下、ほとんどもしくは全く運動しない場合はリスクは2倍

・いくつかの研究で、身体活動は乳がんを予防するかもしれないとしているが、まだ結論に至っていない。

Harvard Reports on Cancer 
Prevention. VolumeⅠ
Human Causes of Cancer ,1996

2003 身体活動によりがんの発症リスクを下げる（確実）-身体活動-結腸がん WHO

2004
少なくとも30分の定期的な、中等度の強度の身体活動をほぼ毎日実践することで、
心血管系疾患、糖尿病、大腸ならびに乳がんのリスクを低下させる

WHO Global strategy on diet, 
physical activity and health
Fifty-seventh World Health 
Assembly 17 April 2004

2011
積極的な運動で前立腺がん患者の死亡リスクが低下
・週90分以上の歩行 全死亡リスク46％低下
・速歩と週3時間以上のきつめの運動 全死亡リスク49％低下

Journal of Clinical Oncology 
2011;29:726-732

2012
1週間150分の身体活動：日本PAFs（The population attributable fraction)
運動不足解消による死亡率の改善効果;大腸がん（17.8%）、乳がん（16.1%）

Lancet 2012;380:219-229

2016
肥満抑制によるがん予防効果（肥満でがん発症リスク増加）
・食道腺がん【4.8（3.0-7.7）】 ・子宮体がん【7.1(6.3-8.1)】
・胃(噴門)がん【1.8（1.3-2.5）】 ・肝臓がん【1.8(1.6-2.1)】 ・腎細胞がん【1.8(1.7-1.9)】

New England Journal of Medicine
2016;375:794-798

2019 運動によるがん発症予防効果（強い）
大腸がん、乳がん、子宮内膜がん、腎がん、膀胱がん、食道腺がん、胃（噴門）がん

Cancer Journal for 
Clinisians,2019;69:468-484

Physical Activity and Cancer Prevention



身体活動とうつ病発症リスク
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R. S. Paffenbarger, Jr. et al. Acta Psychiat Scand 1994:Suppl 377:16-22

Relative risk of depression

Physical activity in 1962 or 1966

Relative risk of depression

P of trend  0.353 P of trend 0.008

1994 Paffenbarger , Jr. et al.

歩行距離km/週 身体活動量kcal/週



↑

金銭的ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ
↑

↑

自 由 意 志

罰 則

↑

Consensus on Communication basis

Nudgesのチェック―EAST

チェック項目 取り組み

Easy 簡単 簡単で、面倒ではないこと

Attractive 魅力的 おもしろそうである、楽しそうである

Social 社会的 多くの人が実践している（社会的ルールに従う）

Timely タイミング 社会の変化、人びとの考え方の変化、に応じたもの

28
The Behavioural Insight Team－Four simple way to apply behavioural insight

Make it Easy

Make it Attractive

Make it Social

Make it Timely

Define the outcome

Understand the context

Build your intervention

Test, learn, adapt

EAST

利益投資

↑

空間投資

↑

時間投資

経営戦略

↓

職場環境

↓

人

業種-規模-経営者の考え(宣言)‐ ‐年齢-男女比-健康状況-ﾘﾃﾗｼｰ



伊藤忠商事の健康経営

伊藤忠流「企業戦略としての健康経営」

※ 20時以降の残業を原則禁止とし、代わりに早朝勤務（5:00～8:00）を推奨する制度
を、2013年10月に導入

※ 社内の会食や飲み会は「1次会のみ夜の10時まで」に終了するように呼びかける
「110運動」も推進

※ 朝型の生活を習慣化させる、仕掛けづくりに力をいれています。例えば、早く来た
社員への軽食の無料配布。四季ごとのメニューや健康増進に配慮したメニューな

ど、
毎週メニューを変えて、充実

※ 「伊藤忠朝活セミナー」を月に1度実施：朝7時半からの開催、朝から脳を使うことがいかに効
率的かということを実感できる仕組み

https://jinjibu.jp/kenko/article/detl/1984/

健康経営事例

企業事例

働き方と健康づくりが表裏一体となっている⇨残業を減らし、夜型から朝方生活を支援



健康経営の取り組み

健康経営に取り組む経営者

1. 経営者自ら健康づくりを実践する。

2. 経営者が従業員の健康について話題にする。

3. 経営者が企業の方針の中に従業員の健康づくりを盛り込む。

4. 経営者が従業員の健康状況について関心を持っている。

5. 経営者の推進力で、健康づくりの具体的な対策を実践する。

①安全対策の周知・・・・・・・作業環境、作業環境管理

②健康づくり風土の醸成・・・健康管理

6. 経営者が職場の環境に関心を持っている。

7. 経営者が職場内のコミュニケーションに努めている。

健康経営 取り組み

働
き
続
け
る
こ
と

⇨

健
康
づ
く
り



経営者のパワー

職場にはストレス要因が！

stress

stress

パワーハラスメント

エンパワーメント

従業員と企業の成長
健康と企業価値

プレゼンティーズム
疾病と企業損失

経営者

職場のストレスと経営者のパワー

ボトムアップを促すパワー

成長を阻害するパワー


