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2.地域・自治体及び企業（健康保険組合）の代表事例 

 

2-1地域・自治体の取り組み 

（1)自治体の独自取り組み 

①静岡県～健康長寿に関する研究とデータの見える化 

静岡県が 22,000人（10年間）を対象に行った高齢者コホート調査1によれば、運動、栄養、社会参加に

ついて良い習慣がある人は長寿の傾向があることが示された（図表 2-2）。この調査結果をもとに、適度な

運動、適切な食習慣、禁煙、社会参加の要素を盛り込んだ、県独自の生活習慣プログラム「ふじ 33 プロ

グラム」を開発、実施している。 

また、市町村や医療保険者の協力を得て、49 万人の特定健診データを分析し、その結果を市町村の

健康づくりに資するべく、データを「見える化」した市町村別健康マップを作製した（図表 2-3はメタボの見

える化）。その他、市町村別健康寿命「お達者度」の独自算出や、民間企業の参画を得た健康マイレージ

等の事業を展開している。 

 

＜図表 2-1＞静岡県の健康寿命と平均寿命 

      
       （出典）静岡県公式ホームページ 

 

＜図表 2-2＞静岡県高齢者コホート研究（高齢者 14,001人の追跡 初回対象 22,000人）結果 

           

    （出所）「健康長寿日本一に向けた ふじのくにの挑戦」静岡県健康増進課 平成 26年 10月 

 

 

                                                        
1 コホート調査とは、特定の地域や集団に属する人々を対象に、長期間にわたってその人々の健康状態と生活習慣や環
境の状態など様々な要因との関係を調査するものである。 
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＜図表 2-3＞市町村別健康アップ～メタボ該当の見える化（男性の場合） 

   

           

（出典）静岡県総合健診センター 

 

 

②長野県松本市～「健康寿命延伸都市・松本」を目指して 

「健康寿命延伸都市・松本」の創造は、まちづくり全ての分野で「健康」を切り口に進められている。「健

康」をより良い状態を保つことと捉え、「人の健康」をはじめ、「生活」「地域」「環境」「経済」「教育・文化」の

6 分野においてより良い状態を保つことを基調に、身体的、精神的、さらに社会的に健康な都市づくりを

目指している（図表 2-4）。 

 

＜図表 2-4＞将来の都市像「健康寿命延伸都市・松本」イメージ図 

        

 

 

 

 

     （出所）松本市ホームページ 
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他の自治体に先駆ける、先見性をそなえた取り組み事例として挙げられるのが、「子どもの生活習慣改

善事業」、「地域で支え合う自殺予防相談事業」、「タバコと向き合う松本スタイル」、「若いときからの認知

症予防」などである。特に「若いときからの認知症予防」は、昨今大きな社会課題となっている認知症に対

し、高齢になってから対策を行うのではなく、若いときからの生活習慣病の予防が認知症予防につながる

ことを市民にアピールしている点で先進的な取り組みとして注目される（図表 2-5、2-6）。 

 

＜図表 2-5＞ 認知症予防についての広報活動（一部抜粋） 

        

（出所）広報まつもと 2015年 8月号 

  

認知症の危険因子には生活習慣病に由来するものが多く（図表 2-7）、生涯を通した生活習慣病予防

が認知症予防に有効であるといわれている。 
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＜図表 2-6＞「認知症予防チャレンジプログラム」パンフレット 

         

（出典）松本市 

 

＜図表 2-7＞認知症の主な危険因子と防御（制御）因子 

危険因子 防御因子 

加齢、遺伝性のもの 

高血圧、糖尿病、頭部外傷、うつ病、難聴 

中年期の肥満、喫煙、教育レベル（の低さ）、睡眠

障害                         など 

左記疾患（生活習慣病）の予防・コントロール 

適度な運動、バランスの取れた食事、社会的参

加、認知訓練、活発な精神活動、規則正しい適

度な睡眠                      など 

（出所）厚労省等各種資料をもとに当社作成 
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③広島県呉市～糖尿病性腎症等重症化予防事業の展開 

 

広島県呉市の高齢化率は全国 15 万以上都市の中で最高水準にあり2、医療費適正化の強化が不可

欠であるとの問題意識が従前より強かった。早くから先駆的な保健事業を進めてきたが、これを可能にし

たのが、全国に先駆け始めたレセプトのデータベース化である。主な事業概要と効果は図表 2-7の通りで

ある。 

この中で代表的な取り組みが「糖尿病性腎症等重症化予防事業」である。糖尿病性腎症第 3 期または

第 4 期にあり、通院治療している等の基準を満たす人のうち、主治医の了解が得られた被保険者を対象

にしている（重度の合併症を有する人は除外）。指導期間は 6 か月で、専門的な訓練を受けた看護師が

個別に面談して目標を設定し、面談指導や電話指導のほか、「腎臓に優しい料理教室」を毎月開催する。  

 指導終了後も 6 か月間のフォローアップがある。2010 年度から開始し、4 年間で約 260 人に実施した。

重症化予防事業修了者からの人工透析移行者はいなかった（2013 年 3 月時点）。重症化が進み、人工

透析治療を受けると年間医療費は 500万円規模にまで膨らむことから、本取り組みに対する関心は高く、

全国他自治体、協会けんぽ各支部、健康保険組合で「呉市モデル」として導入するケースが増えている。 

 

(2)スマートウェルネスシティの取り組み～エビデンスに基づいた健「幸」づくり 

①基本構想 

スマートウェルネスシティ（Smart Wellness City 以下 SWC）とは、「ウェルネス（身体的な健康だけでな

く、生きがいを感じ、安全・安心で豊かな生活を営むことができる状態をいい、これを“幸せ”という文字を

用いて「健幸」と表現）」を政策の中核に位置づける都市構想モデルである。健康に関心のある者だけが

参加するこれまでの政策から脱却し、市民誰もが参加し、生活習慣病予防や寝たきり予防を可能にする

まちづくりを目指す。高齢化・人口減少が進んでも地域住民が「健幸」であるためには、まず生活習慣病

や寝たきりの予防が重要であり、この実現には地域住民全体の日常の身体活動量を増加させることがカ

ギになると捉える。 

その基本構想は、筑波大学大学院人間総合科学研究科 久野譜也教授が提唱したもので、「そこに住

んでいるだけで“歩いてしまう、歩き続けてしまう”まちづくりを核に、保健・医療・介護分野だけで市民の健

康維持・増進を図るのではなく、総合的な知の融合（具体的には都市工学と健康科学の融合）によって、

“都市そのものを健康にする”ことで市民が自然に健康で豊かになれること」を主眼としている。 

同教授は、「多くの地方都市は人が歩かないまちになってしまった。これこそが生活習慣病を増加させ、

ソーシャルキャピタル（社会、地域における人々の信頼関係や人間関係、結びつき）を低下させ、地域活

性化の阻害要因となっている」とし、「逆にソーシャルキャピタルが強い地域ほど健康度が高い。歩いて暮

らせるまちづくりが、これからの我が国の人口減かつ超高齢化による諸課題を克服するための有効な処

方箋になる」と主張する。 

この基本構想に賛同した有志 9 自治体の首長によって 2009 年 11 月 SWC 首長会が発足した。2016

年 11月現在、参加メンバーは、33都道府県 63区市町にまで増えている。 

②基本方針 

取り組みの基本方針は以下の通りである。 

                                                        
2 同市の高齢化率は、2014年 9月末 32.4%、2016年 9月末 33.7% 
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 住んでいるだけで「歩いてしまう（歩かされてしまう）」まちづくりを中心に、地域住民全体の日常の身体

活動量を増加（底上げ）させるポピュレーションアプローチ3を進める。生活習慣病の予防やソーシャル

キャピタルの向上により、地域住民の健幸と医療費の適正化を実現する。 

 「歩いて暮らせるまち」への再構成に向け、自動車の流入制限、ウォーキングコースの整備や、公共交

通の拡充・利便性向上を行い、過度に車に依存しなくても生活できる環境づくりを推進する。自動車

利用を中心に無秩序に広がった都市環境は、肥満や糖尿病等の生活習慣病発症の増加と一定に関

係があるという仮説を基に、交通網や歩道、公園整備、美的景観など都市のあり方そのものが生活習

慣病の発症に与える影響についての研究を深めていく。 

 構想に賛同する自治体の複数のフィールドで実証することで、日本全国に展開可能な「社会技術」

（各自治体がすぐに利活用可能な汎用的なツール）として確立し、地域活性化に貢献する。健康医療

データ分析と総合的エビデンスに基づく客観評価を行い、住民にも積極的にフィードバックし、情報発

信する。 

③e-Wellnessシステムについて 

e-Wellness システムとは、筑波大学の研究成果を基盤に、多数の住民に対して個別指導と継続支援を

可能とする個別運動・栄養プログラム提供・管理システムのことである。体力評価、体組成・身体活動の測

定、ライフスタイルテストにより 1 日の推定摂取エネルギー量、食習慣・食行動タイプなどを評価し、対象

者１人ひとりに合った科学的根拠に基づいた健康支援プログラムを提供することが可能としている。 

実施されたプログラムは、高機能歩数計や体組成計、自転車エルゴメーター等の ICT 機器を用いて、

プログラム実施状況の記録や改善状況をデータベースで管理することができる（図表 2-8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 健康リスクの高い住民を対象に絞り込んで対処するハイリスクアプローチに対し、対象を限定せずに地域住民全体へ働

きかけることで、地域全体のリスクを低減する手法をいう。 
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＜図表 2-8＞e-Wellnessシステム概要 

   
（出典）smart wellness city 

 

＜図表 2-9＞e-Wellness の成果 

   
（出典）smart wellness city 
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2-2．企業（健康保険組合）のデータヘルス（計画）の取り組み 

※図表 3-1以下、各事例の図表の出典はすべて厚生労働省資料に拠る 

 

(1)母体企業と保険者のコラボレーションによる全階層を対象とした階層別予防事業 

～フジクラ健康保険組合の事例 

 

フジクラの取り組みの特徴は、リスク階層ごとのきめ細かな施策にある。定期健康診断結果やレセプト

データによって社員をグループ（高リスク層、中リスク層、低リスク層、健康層）に分け、それぞれの健康度

に応じたプログラムを提供する。どの階層のプログラムも社員同意のもと提供されており、低リスクの節酒

プログラムを除き、参加率は 80～100%と高い。 

高リスク層の重症化プログラムは、呉市モデル（前述）を導入、かかりつけ医・専門医と連携のもと、同市

で実績を持つ株式会社 DPPヘルスパートナーズに業務委託して行っている（図表 2-10） 

 

                    ＜図表 2-10＞重症化予防プログラム実施形態例 

         

 

  凡そ 7 割を占める健康層に対しては、自社開発した健康増進プログラム（1 次予防）を提供している。

その柱は、ウェアブサイトを通じた社員個人の健康データの管理や見守り、各種情報提供である（図表 2-

11）。個人専用の健康ページサイトから健康診断データ、日々の計測データ、将来予測等の健康関連情

報を「見える化」している。 

                       ＜図表 2-11＞健康増進プログラム 
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～総合警備保障健康保険組合の事例 

以上のような全階層別アプローチと併せ、独自に肥満基準値前後の人をメインターゲットに設定した取

り組みもある。総合警備保障健康保険組合の場合、被保険者の約 7 割は、昼・夜二交代で働いており、

不規則な生活となることが多い。健診データの分析では、メタボリックシンドローム対象者や予備軍に該当

する割合が他健保組合より多く、特に腹囲や BMI 値が基準値前後にある者が多いことがわかった。この

ことから特定保健指導とは別に腹囲や BMI が基準前後である層（事前対策によるメタボ脱出の可能性の

高い層や、基準値内であるが数年以内にメタボ領域に入ってしまう可能性が高い層）をメインターゲットに

設定（図表 2-12）、メタボ対象者の減少を目指している。 

 

        ＜図表 2-12＞綜合警備保障健康保険組 ターゲット選定イメージ 

    

 

(2)独自の生活習慣病プログラム（セルフマネジメント）展開 

～日立健康保険組合の事例 

 

日立では健診、レセプトデータを分析する中で、特定保健指導の指導対象者以外に生活習慣病のハ
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イリスク者が多く存在することを確認、とりわけ 30 歳代から糖尿病リスク保有者が増えていることや、男性

糖尿病軽症者の半数以上が、血糖値コントロールが良好といえない状態であることが明らかとなった。こ

こで同健保がセルフマネジメント改善を促すため行っているのが、社内保健事業の横断的なプログラムで

ある「はらすまダイエット」である。 

「はらすまダイエット」とは、日立製作所の産業医が開発したインターネットを介したセルフモニタリング

方式の生活習慣改善・減量プログラムで、日立グループ内をはじめ他の健保組合においても特定保健指

導などに広く活用されている。 

参加者は指導者と相談しながら、改善目標（標準目標：180 日間で 5%減量）を決めるとともに、改善に

向けた具体的な行動計画を「100kcal」カードを使って策定する。「100kcal」カードは、カロリー収支改善に

寄与する「食事の制限」または「運動の増加」が定義されたもので、前者は 150 種類、後者は 30 種類ある。

参加者は初回面談で普段の生活で実行できそうなカードを数枚選択することで行動計画を作成する。 

参加者はカードの日々の実施有無や体重を携帯電話やパソコンなどを活用してインターネット経由登

録を行う（図表 2-13は、その記録・参照画面例）。 

 

＜図表 2-13＞はらすまダイエット（パソコン版）の記録・参照画面例 

   

 

「はらすまダイエット」の効果として実施群と未実施群では、1人当たりの 3年間の累計医療費で約 6万

円の差が確認できたとしている。 

 

＜図表 2-14＞「はらすまダイエットによる特定健診指導」実施有無によるその後の医療費の差 
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(3)被保険者健診の受診率向上 

～富士通健康保険組合の事例 

 

富士通は独自の健康情報サイト「へルスアップ F@mily」を活用し、健診制度の周知と健診の有効性を

アピールしている。同サイトは、PC、スマホでの健診結果・健康アドバイスの閲覧や、セルフチェック・性格

判断に基づく健康プラン作成が可能となっている。図で見る健康情報として、履歴一覧から健診結果を

部位別に確認できたり、検査値をグラフ化したり、時系列で表示することが可能で、日々の歩数をカレン

ダー上に表示するなど、一目でわかる工夫が加えられている（図表 2-15）。 

 

＜図表 2-15＞健康情報サイト（ヘルスアップ F@mily）に表示される情報の例 

 

 

本ツールの活用で顕著な効果が見られたのは、配偶者健診の受診率である。居住地分析による契約
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健診機関の拡大の効果とも相俟って、2008 年時点で 20%を切っていた配偶者健診の受診率を 2012 年

には 55.7%まで向上させた。配偶者健診を受けている人は、受けていない人に比べて、1人当たりの医療

費が年間 5.5万円低くなっていることもわかった（健診受診あり：年間 15.5万円 v.s. 健診受診なし：21万

円）。配偶者の健康意識向上は、本人の医療コストを下げるだけでなく、子供を含めた家族全体に早期

予防の意識を高め、将来にわたる家族の QOL の向上にも寄与するなど波及効果が大きいと考えられて

いる。 

 

(4)健康意識づけプログラムの提供 

～ローソンの事例 

 

ローソンは企業理念を、ほっとステーションから、「マチの健康ステーション」へと進化させる過程におい

て、顧客の健康的な生活を支援する企業として、社員・オーナーの健康増進に力を入れている。定期健

康診断結果のデータをもとに、受診勧奨領域の人を抽出し、「血圧」、「血糖」、「肥満」のリスク状況から 7

つのグループに振り分ける。個人ごとに「体重」「運動量（歩数）」「摂取カロリー」の目標値を設定し、リスク

グループごとに食事で気をつけたいこととして「加えたいもの」と「避けたいもの」を記載した「健康アクショ

ンプラン」を配布している。 

これをベースに保健師による電話相談のほか、申込者に対し、歩数計と「マチの健康ステーションアプ

リ」が入った端末を配布する。体重・歩数データ・食事内容・摂取カロリー等、体質改善に向けた指標をア

プリ内に記録し、いつでもチェックできる仕組みをつくることで、健康に対する意識づけを行い、習慣化を

図っている。各種デ－タは、全国のローソン店頭端末の Loppi や本店・支社に設置された通信対応計測

器からアプリに送信される（図表 2-16）。食事を写真に撮るとカロリー計算する機能もある。 

 

＜図表 2-16＞運動（歩数）のレコーディング(上)とカロリーのレコーディング 
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(5)データ分析に基づく PDCAに則した事業 

～デンソー健康保険組合の事例 

 

デンソー（健保組合）は、疾病予備軍に対する予防の推進、疾病の初期に対する早期治療の促進、健

康層に対する健康増進、の「3 進活動」と、データとエビデンスを武器にした健康づくりで先駆的取り組み

を進めている。加入者の「歯の QOL」の向上もその一つである。歯科健診を実施している集団は医療費

が減少（もしくは横ばい）傾向にあること、さらに歯周疾患がある集団は、歯周疾患がない集団と比較して

医科医療費が高いことを検証（図表 2-17）、集団歯科健診の検査項目に歯周疾患予防を付加し、受診

者に対して歯周疾患予防の意識付けとフロス使用等によるケア指導を徹底している。 

 

＜図表 2-17＞歯周疾患の有無による年間医療費の比較 

 

（出所）厚生労働省「データヘルスの推進について」（2014年 7月） 

        

また、過去の健診データ分析を基に、20 歳代時の BMI の数値によって 40 歳代の医療費がどう変化

するかの追跡調査を行っている。20 歳代時に BMI が 30 以上だった高度肥満の加入者の医療費は、
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BMIが 21～22だった人の 3倍以上に上ることがわかったという（図表 2-18）。 

 

＜図表 2-18＞89 年 BMI別 20 年後 09 年の総医療費（1 人当たり） 

          

 

一方で、保健指導を受けた者の改善率を追跡調査したところ、51%が体重減少、うち 41%が肥満から

脱出しており、その効果が明らかになった。こうした分析、データの見える化によって、若年時からの対策

や保健指導の重要性を会社と共有している。 

 

◆新たな取り組み～「企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変容事業」 

 

健診データとレセプトデータを組み合わせて、データヘルス計画を進める取り組みは、代表事例でみ

たとおり、各健康保険単位で創意工夫が重ねられているが、これに、ウェアラブル機器・アプリの健康デ

ータと連携し、保健事業への効果的な活用を目指す試みが始まっている。 

2016 年から始まった経済産業省平成 27 年度補正予算「IoT 推進のための新産業モデル創出基盤整

備事業（企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変容促進事業）」がこれで、個々

の属性・健康状態に応じた、よりきめ細かい健康増進サービス（個別化健康サービス）の提供を指向する。 

ウェアラブルデバイスの大きな利点は、歩数などの運動データや、血圧や心拍数などのバイタルデータ、

ストレスと関連性の高い睡眠状態など、幅広い健康関連データをリアルタイムで見える化し、常時モニタリ

ング（センシング）によって個々の症状の変化・予兆を早期に把握できることにある。「点」の医療では追い

かけられない状態変化を連続的に把握することで、より正確な疾病予防・重症化防止や、生活習慣の改

善に向けた効果的な行動変容の促進が可能となるとされる。 

現在、糖尿病を代表とする生活習慣病は自覚症状がないまま放置され、やがて合併症併発、透析治

療などに陥って、本人の苦痛はもとより莫大な医療資源・コストを費やすケースが多い。同事業では企業

従業員の糖尿病管理を中心に、状態が悪化すると医師や看護師、栄養管理指導等の専門家がアラーム

を発信する流れになっている。そのねらいは、適切なタイミングで介入することで行動変容を促し、健康増

進や予防、重症化防止を効果的に行うことにある（図表 2-19）。さらに、健康データとレセプトデータや健

診データを統合、分析することで、どんな生活習慣が将来どんな病気につながりやすいのか（あるいはつ

ながらないのか、予防できるのか）などの新たな知見創出を目指している。 
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＜図表 2-19＞企業保険者等が有する個人の健康・医療情報を活用した行動変容事業イメージ 

   

（出典）経済産業省 

 

 

以上 


