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（議事次第）
１

開会

２

議事

・CHO（Chief

Health

Officer）構想の加速化

－個人別保険料率の差別化による健康行動の促進
－後期高齢者支援金の加算・減算制度
３

閉会

○鈴木参事官補佐

続 き ま し て 、 ま た 神 奈 川 県 様 の 御 提 案 で 、 「 CHO （ Chief

H ealth

Officer）構想の加 速化」という ことで、ま ず神奈川県様 から10分程度 御説明いただ いて、
その後で厚労省さ んを交えて御 議論と。厚労 省さんを交え た御議論は ３時50分まで で終わ
りたいと考えております。
それでは、座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

それではよろしくお願いします。

○山口部 長

それで は、資 料の６ ページ をお 開きく ださい 。これ は、今 、我 々の方 でCHO

（健康管理最高責 任者）といっ た取り組みを 民間事業者と ともに進め ております。 会社の
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中枢部に責任を持 つ役職、Chief

Health

O fficerを設置 して、そこ のポジション が従業

員及び家族の健康 を管理すると ともに、その 増進に向けた 取り組みを 促進する。そ のため
のさまざまなイン センティブ、 モチベーショ ンを提供して いこうと。 これにより、 社員の
健康満足度と労働 生産性をアッ プし、そして 医療費コスト を削減する 。今までの単 なる健
康管理、福利厚生 だけではなく 、一歩踏み出 して、やはり 貴重な経営 資源としての 健康経
営、ここのところにスポットを当てていきたい。
この動きが、次 の７ページ、 「日本再興戦 略」の中でも 、個人に対 する健康・予 防イン
センティブの付与 といったとこ ろが出ており ます。こうし た議論もあ りますので、 我々と
してはこうした取 り組みを特区 の中で実験的 にまず実証し 、その効果 を踏まえて全 国に展
開していく。その 中で、この日 本再興戦略に あります個人 に対するイ ンセンティブ 、そし
て保険者に対する インセンティ ブとございま すので、我々 としてはこ こを具体化し ていこ
うということで、 基本的な方向 性としては国 が目指す政策 と一にして いると、この ように
考えております。
８ページをごら んください。 今、我々は３ 段階の展開を 想定してい ます。まず１ つは、
組合単位というこ とで、健康組 合については 、後ほど御説 明しますが 、今は後期高 齢者支
援金の加算・減算 制度がありま す。そこでは 特定健診の受 診率が一つ のメルクマー ルにな
っておりますが 、そこにこ うした健康経 営の取り組み をやることを 指標化して 、その加算・
減算に反映させていくということです。
もう一つは、そ の下に、単一 の組合であっ ても、複数の 会社単位、 事業者がぶら 下がっ
ているといったこ とが一般的で ございます。 今度は事業所 にスポット を当てて、例 えば組
合の中で適用事業 所別に保険料 率を設定する 。要は、健康 経営に頑張 っている事業 所、会
社をさらに後押しする仕組みはどうかということでございます。
さらに、個人別 ということで 、その事業所 、組合の参加 者である組 合員の個人の 健康へ
の取り組みに応じ て保険料率を 変えていくと いうことで、 健康に頑張 る人がメリッ トを生
む、そのような制度設計をしていきたいと考えております。
９ページでござ います。少し 具体的な話で ございますが 、ここでは 、個人、事業 所別の
保険料率を設定す るということ で、健康行動 に積極的な個 人や事業所 についてはイ ンセン
ティブとして保険 料率の低減を 。そして、例 えば特定健診 を受診しな いですとか、 健康行
動に非協力的、消 極的な個人や 事業所に対す るディスイン センティブ としての保険 料率の
アップですとか、 こうしたよう な形で健康行 動を促す仕組 みをぜひつ くっていきた いと考
えております。
10ページでござ います。これ は組合単位の インセンティ ブというこ とで、先ほど 申し上
げた後期高齢者支 援金の加算・ 減算制度が既 にございます が、これを さらに上乗せ してい
くということで、 健康経営の取 り組みによる 、加算・減算 のさらなる 上乗せを図っ ていき
たい、このような内容でございます。
11ページでござ います。実は 今、経産省の 方では、健康 経営銘柄と いうことで、 上場企
2

業の一部について こうした銘柄 をつけること で、会社とし ての評価を 上げていこう という
ような制度が既に 動いておりま す。ここでは 具体的な評価 指標として １から５まで 、経営
理念・方針から法 令遵守・リス クマネジメン ト、こういう ものが出て おります。こ れも一
つの参考にしなが ら、客観的に 健康経営に取 り組む姿を評 価していく 。こうしたも のをぜ
ひ取り入れて、そ れを加算・減 算制度のイン センティブの ほうに反映 していったら どうか
と、そのように考えております。
以上です。
○八田座長

これは、この会ではもう前にも説明されているんですか。

○山口部長

初め てでございま す。神奈川県 健康・医療分 科会と、こ の間の第３回 区域会

議では、知事から 方向性として のお話させて いただいたと ころでござ います。いず れにし
ても、我々として は個人、企業 、組合が健康 保護に取り組 む、そのイ ンセンティブ の形を
保険料率といった ものを使いな がら、その動 きを加速化し ていく仕組 みが、やはり 将来的
な高齢社会、ある いは医療費の 増大、そうし たものに対す る一つの解 になるのでは ないの
かと思っています。
○八田座長

これ は、例えば後 期高齢者にイ ンセンティブ を与えたら 、どこか別の 地域が

その金を負担しなければいけないわけですよね。
○山口部長

そうですね、その部分は。

○八田座長

ある 企業で若いと きに一生懸命 払い込めば、 老人になっ たときに払わ なくて

も済むという確証 が得られるの ならば、払い 込むインセン ティブにな ると思うけれ ども、
余りそこの因果関係がよくわかりませんよね。
○山口部長

正直 言って、そこ のいわゆるエ ビデンスとい いましょう か、確証とい ったと

ころまではまだ時間もかかりますので。
○八田座長
○阿曽沼委員

それでインセンティブをつくれるというのは無理なんじゃないですか 。
例 えば健保組合 が掌握する事 業所は圏域を 超えますよ ね。組合本部 は圏内

にあるにしても、 事業所という のは全国に散 らばっていま よね。東京 圏とか神奈川 県を超
えてしまいますね 。そこをどう 考えるのかで すね。区域を 限定すると るのではなく 、スキ
ームをバーチャル な全国的なレ ベルを対象と することとな ってしまい ますね。たて つけを
どうするかというところですね。
○山口部長
○阿曽沼委員

そうです。
例 えば神奈川県 に本社を持っ ている全国規 模の会社で 、名古屋の事 業所と

川崎の事業所は競 う訳ですよね。しかし川崎 より名古屋の 事業所の人た ちの達成度が 高く、
名古屋にインセン ティブを与え なければなり ませんね。そ の辺の設計 をどうするか という
ことを考えなくてはなりませんね。
○山口部長

はい 。御紹介した ように、日本 再興戦略です とか、健康 ・医療戦略の 中では

方向性は出してい ますけれども 、今あるのは ヘルスケアポ イントです とか、あるい は金銭
的に保険料を軽減するよりも、そこをお金でカバーするというのはある んですけれ ども。
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○阿曽沼委員

国 家戦略特区と してまず小さ く始めるとす るのであれ ば、例えば、 神奈川

県の中小企業から スタートする とかですね。

例えば現実 的に、県内 の健保組合で 、自分

のところはぜひやりたいみたいなところはあるんですか。
○山口部長

そこ は、いろいろ とヒアリング をさせていた だく中では 、やはり非常 に熱心

にやっていますし 、いろいろと 健康投資をす るんだけれど も、余りに もインセンテ ィブが
小さ過ぎて、なか なか継続性が 難しいですと か、それぞれ 組合も医療 費の負担、あ るいは
特に今大企業の組 合は、後期高 齢者支援金の 負担ですとか 、あるいは 今後国保等の 負担の
増だとか、いろい ろと今厳しい 状況にある中 では、できる だけ保険料 負担を下げる という
ことを非常に。
○阿曽沼委員

職 域健保から国 保へのシーム レスな連続性 の問題とか 、インセンテ ィブの

連続性の問題とか、保険の主体が 変わってい ったときに、さ っき先生が おっしゃたよ うに、
負担割合等をどうするかも考えなくてはなりませんね。
○八田座長

趣旨 としては、健 康投資をして その組合員の 病気が少な くなって、も うけた

ら、それで保険料 を下げるとい うのが一番素 直なやり方で すよね。要 するに、因果 関係が
明快じゃないとインセンティブになんかならないですから。
この場合、健康投資というのは具体的にはどういうものですか。
○山口部長

これ は、例えば11 ページに具体 的な評価指標 ということ で、こういっ た経営

の理念から組織体 制ですとか、 具体的な制度 ・施行という ことで、従 業員のメンタ ルヘル
ス等のチェックで すとか、あるいは、ここには書 いてありませ んが、さ まざまなデバ イス、
そうしたものを供 与して、そこ で日常的な健 康情報を集め て、それを 分析し、フィ ードバ
ックしていく、そうした取り組みも一つの健康投資になるのかと。
○八田座長

でも 、それはそこ の企業の従業 員にとっての アディショ ナルなサービ スなん

だから、自分たちが金を払ってやればいいじゃないですか。
○山口部長

いや、そこがなかなか。

○八田座長

社会 的にほかの人 に負担を余計 にさせるとい う性質のも のではないと 思いま

す。要するに 、ここだけ 軽減して 、ほかの人に 負担を強いる という性質 のものではな くて、
自分たちがこんな メンタルサー ビスなんかを やって、いろ いろケアに ついてサービ スを得
られるなら、余計 な金を払って でも個人でや るよりはよほ ど得でしょ うという、こ れはそ
ういう種類のものではないですか。
○天城副主幹

も ともと、この 後期高齢者支 援金の加算・ 減算制度と いうのは、厚 生労働

省のほうでやられ ている制度で すけれども、 インセンティ ブとして非 常に期待の大 きいス
タートを切ったも のだったんで すね。要は、 10％の加算・ 減算という 触れ込みで始 まろう
としたんですけれ ども、実際や ってみますと 、特定健診と か保健指導 の実施率を基 準にし
たもので、特定健 診とかそうい ったものを実 施していない という企業 はほとんどい ません
ので、そうすると 加算もされな いですし、減 算もされない 。実態とし てインセンテ ィブと
して機能していな いと、事業者 からはそうい うお話を伺っ ています。 それをまず有 効に機
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能するようにしな いといけない というのが国 の方でも課題 として認識 されていて、 今検討
しているという状況になっています。
その検討の中に 、私どもとし ては、今、保 健事業の部分 のみが検討 されています ので、
経営者のトップが 行う健康経営 という概念に ついても、評 価指標とし て入れてほし い。要
は、社員の健康面 を増進して企 業価値を高め るには、やは り企業のト ップの理解が 不可欠
ですので、そういった要素も必要だということで、今回提案させていた だいていま す。
○八田座長

それ はやはり企業 の問題ですよ ね。要するに 、従業員に とっては実質 的な給

料の増額に等しい ようなものだ し、それから 株主にとって は利益が減 ったけれども 、それ
で従業員に給料を 直接払うより はこっちの方 が効果的にみ んな働いて もらえるだろ うとい
う了解ですね。そ こは企業の中 で考えればい いことで、外 の保険制度 と結びつける 話では
ないと思います。
○山口部長

我々 としても、全 く制度がない ところにこう いった話を 持っていくと いうこ

とは、いろいろな 負の影響があ ると思います けれども、既 に後期高齢 者支援金の加 算・減
算制度があります ので、そこの 評価軸の一つ に健康経営の 取り組みを ぜひ加えてい ただき
たいと。
○八田座長

それ は、後期高齢 者になったと きにきちんと 病気を減ら すというのな ら意味

があると思うし、 さっきの健診 をしないとこ ろにペナルテ ィーをかけ るというのも 意味が
あると思うけれど も、後期高齢 者に対して余 り影響がなか ったら、元 来この仕組み 自身は
おかしいですよね 。後期高齢者 の医療費を減 らす効果があ るものにつ いてはインセ ンティ
ブはいいと思うけ れども、それ 以外のものに ついてそうい うことをや るのはおかし いです
よ。仕組み自身。
○阿曽沼委員

で も、目に見え て有利なイン センティブが あるとすれ ば、多くの社 長が俺

は健康経営するぞ と宣言してや りはじめるか もしれません が、なかな か難しいかも しれま
せんね。
○八田座長

そう いう難しい問 題点はあると 思うけれども 、お役所な のでどう言う かとい

うことですかね。
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