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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

それでは、 国家戦略特区 ワーキンググ ループを開 催いたします 。ただ

いまからは、神 奈川県様から の御提案で 、「CHO（Chief

Heal th

Officer ）構想の加 速化」

という内容で御議論いただきます。時間は３時50分までとなります。
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それでは、座長、よろしくお願いいたします。
○八田座長

お忙 しいところを お越しくださ いまして、ど うもありがと うございます 。今、

私ども委員は神奈 川県から御説 明を伺いまし たので、これ について厚 労省さんから のお考
えを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○安藤室長

厚生 労働省保険局 医療費適正化 対策推進室長 の安藤と申 します。どう ぞよろ

しくお願いいたします。
本日、私どもの 方から２つの 束の資料を配 付させていた だいており ますが、２つ 御提案
がいただいており ますので、そ れぞれに対す る私どもの現 状の考え方 について整理 したも
のでございます。
まず１点目の個 人の関係、保 険料率の関係 について、資 料にタイト ルが振ってい なくて
恐縮なのですが、 「日本再興戦 略」改訂2014 の中で、この 個人につい ての健康増進 ・予防
へのインセンティブを高めるという観点から、２つのことがまず指摘さ れてござい ます。
１つ目といたし まして、それ ぞれの医療保 険各法の保険 者の保健事 業として、既 にもう
行っている保険者 はございます けれども、一 定の基準を満 たした加入 者へのヘルス ケアポ
イントの付与です とか現金給付 を保険者が選 択して行うこ とができる ことを明示す るとい
うのが１点。もう 一つが保険料 の話ですけれ ども、さらに これを進め て、財政上中 立な形
で各被保険者の保 険料に差を設 けることがで きるようにす るというこ とが、指摘と して、
「日本再興戦略」のほうからいただいているところでございます。
こちらにつきま して、次のペ ージをごらん いただきたい んですけれ ども、私ども のほう
で関係する社会保 障審議会のほ うにまさにこ ういう御提案 がなされま したので、そ れを踏
まえて１回議論を していただい ております。 その中で、特 に各委員の ほうから出さ れた御
意見といたしまし ては、インセ ンティブの大 きな方向性自 体について 、どなたから も異論
はないんですけれ ども、その実 施に当たりま して、特に条 件のところ にあると思う んです
けれども、例えば 本当は病院に 行かなければ いけない人が 診療をちゅ うちょすると いうこ
とにならないよう にしなければ いけないので はないかとか 、あるいは 下の現金給付 のほう
も同じですけれど も、そういっ た受診抑制に つながるよう な形に制度 設計するとい うこと
は、慎重に考えな ければいけな いなのではな いかと。それ から、最後 の○ですけれ ども、
強制保険でそうい ったことをや るということ が、果たして 制度の趣旨 にかなうかど うかと
いうことについて 、慎重に考え る必要がある のではないか といったよ うな慎重な御 意見、
制度設計に当たっての御意見というのはいただいたところでございます 。
これを受けて私 どもとして、 実は今般の通 常国会のほう に医療保険 制度改正にか かる関
係法案を提出して いるところで ございますけ れども、この 法律の中で 、健康保険法 の一部
改正の中で、黒字 で下線が引い てあるところ でございます けれども、 現行の保険者 の保険
事業の規定がこの1 50条なんです が、そこの保 険事業の中に 一つ事業と して追加をし ており
ます。具体的には 、ここに書い てありますよ うに、「健康 管理及び疾 病の予防に係 る被保
険者及びその被扶 養者の自助努 力についての 支援」という ことを、保 険者の保健事 業とし
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て行うことができ る一つのメニ ューとして追 加をさせてい ただくとい う条文改正を 行った
上で、次のページ でございます けれども、具 体的な保険者 の取り組み として２つの ことを
推進していこうということを考えてございます。
１点目が、これ はもう既に行 っている保険 者はございま すけれども 、先ほども再 興戦略
の中でも出てまい りましたが、 いわゆるヘル スケアポイン トというふ うに呼ばれて いるも
のでございまして 、加入者の方 の健康づくり への取り組み に対応する 形で保険者が ポイン
トを付与して、一 定程度ポイン トがたまれば 健康グッズ等 々と交換す ることができ るとい
うような取り組み を一つは保健 事業の中で推 進していくと いうことを 今後やってい きたい
のと、もう一 つが次のペ ージにありま すけれども 、個人に よる予防・健康づく りの促進（保
険料に対する支援 ）ということ で、これも保 険者の保健事 業の中で、 それぞれの保 険者の
被保険者の予防・ 健康づくりの 取り組みに応 じて、保険者 が保険料を 支援するとい うよう
な仕組み、仕掛けというものを今後広げていきたいというふうに考えて おります。
この最後の保険 料に対する支 援のところで ございますが 、簡単に図 を描いてござ いまし
て、イメージでご ざいますけれ ども、実際に 被保険者の予 防・健康づ くりの取り組 みに応
じまして、今現在払 っている被保 険者の保険 料の一部を保 険者の方で支 援するという 形で、
事実上、被保険者 からとってみ ると保険料が 減額されると いったよう な仕組みとい うもの
をつくって、これ を保険者の間 に広げていこ うということ を考えてい るということ でござ
います。
以上が、まず個人についてのインセンティブの話でございます。
資料としてお配 りしているも う一つの束を ごらんいただ きたいと思 うんですが、 次に今
度は保険者の方の 取り組みに対 するインセン ティブ措置と いうことで 、私たちのほ うで考
えているところでございます。
まず、こちらの 保険者へのイ ンセンティブ の話につきま しても、「 日本再興戦略 」、あ
るいは昨年のいわ ゆる骨太方針 の中で一定の 御指摘をいた だいており まして、現行 の後期
高齢者医療への支 援金の加算・ 減算制度につ いて、保険者 の保健事業 の取り組みに 対する
より一層の効果的 なインセンテ ィブとなるよ うに見直しを 行うべきで はないかとい う御指
摘が双方からなされているところでございます。
次のページ、こ ちらはもう既 に御説明があ ったかもしれ ませんけれ ども、現行の 後期高
齢者支援金の加算 ・減算制度の 仕組みについ て図示したも のでござい ます。こちら は25年
度の後期高齢者支 援金から実際 スタートして ございますけ れども、一 番左のところ に枠囲
いに書いてござい ますが、まず 目標の達成状 況をはかる指 標といたし ましては、現 行は特
定健診と保健指導 の実施率では かるという形 になっており まして、そ れで保険者ご とに実
績を比較して、減 算する保険者 と加算する保 険者というと ころをつく っていくわけ でござ
いますけれども、 その際、減算 されるより得 をするという ところです けれども、そ の保険
者については、特 定健診・保健 指導の個々の 保険者種別ご との目標を 達成した保険 者さん
が減算対象となり まして、他方 、加算される 保険者は特定 健診または 保健指導の実 施率が
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実質的にゼロパーセントの保険者を加算するという形でやっております 。
この加算率でご ざいますけれ ども、こちら は0.23％とい う形で設定 をしておりま して、
特にこの水準につ いて、先ほど 来出てまいり ました「日本 再興戦略」 、あるいは骨 太方針
の中では、もっと めり張りをつ けるべきでは ないかという 御指摘をい ただいている という
ところでございます。
こちらの方にも つきましても 、こういった 御指摘をいた だいており ましたので、 同じく
社会保障審議会の ほうで、この 後期高齢者支 援金の加算・ 減算につい てどう見直し ていく
かというところについて御議論をいただきました。
次のページでご ざいますけれ ども、そもそ も今の仕組み につきまし ては、制度設 計当初
から、主として保 険者の方々か らいろいろな 課題というも のをいただ いております 。具体
的には①から④に 書かれている ところでござ いますけれど も、今の仕 組みというの は一部
の保険者にペナル ティーを課す 仕組みとなっ ていて、それ については なかなか納得 が得ら
れないといったよ うな御意見で すとか、ある いは保険者の 規模、それ から地域、職 域の別
など保険者ごとに 状況が異なる 中で、一律に ある意味特定 健診・保健 指導の実施率 、実績
を比較するという ことは不適切 ではないかと いったような 話、あるい は健診・保健 指導が
医療費の適正化に どうつながる のかというエ ビデンスを示 すべきでは ないかといっ たよう
なことですとか、 指標の問題と して、単一指 標ではなくて 、もっと保 険者努力が反 映され
るような指標で評 価をすべきで はないかとい ったような、 さまざまな 課題というも のが現
行制度に対して指摘がされているところでございます。
こういったよう な、それぞれ 骨太方針なり でいただいて いる指摘と 保険者からな されて
いる課題提起とい うものを踏ま えて、こちら につきまして も今般の国 会に提出して おりま
す医療制度改革法 案の中で、こ の後期高齢者 支援金の加算 ・減算制度 について、よ りイン
センティブを重視する形で見直しをかけていこうというふうに思ってお ります。
具体的には、よ りめり張りを つけるといい ますか、減算 の幅という ものを拡大す るため
に、言わばより多 くの多くの保 険者に広く薄 く加算する形 にして、指 標の達成状況 に応じ
て、より幅を持っ た減算という ものをできる ように見直そ うというこ とを考えてい るとい
う、大枠としてはそういうことで考えているところでございます。
その際に、先ほ どの保険者の 意見にもござ いましたよう に、１つに はまず指標で ござい
ますけれども、健 診・保健指導 の実施率のみ で今は評価し ているわけ でございます が、そ
れについてもう少 し、これは保 険者と今後の 議論ですけれ ども、複数 の指標によっ て総合
的に評価する仕組 みということ にしていって はどうかとい うふうに考 えているのが １つと、
それからやはり国 保、健保で、 例えば保険者 の種別によっ てかなり違 いというもの がござ
いますので、今回 の制度見直し の中で、それ ぞれ種別を分 けてやって はどうかとい うこと
を考えているところでございます。
具体的には、国 保と協会けん ぽと後期高齢 者医療につい ては、別の 制度として別 途イン
センティブ制度を 設けるという 形にして、現 行の後期高齢 者支援金を 活用したイン センテ
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ィブの仕組みにつ いては、けん ぽ組合、ある いは共済組合 の中のみで 、先ほど申し 上げた
ような、広く薄く 加算して、よ り深く減算す るというよう な形に実施 を見直してい ったら
どうかということで、現在制度改正を考えているところでございます。
簡単でございますが、まず私のほうからの説明は以上でございます。
○八田座長

基本 的なお考えは わかりました 。今度は、具 体的に神奈 川県の提案に 対して

どういうお考えでしょうか。
○安藤室長

まず 、２つありま して、１点目 の神奈川県さ んのほうか らいただいて いる御

提案について、１ 点目の保険料 の部分につい て、健康づく りの取り組 みに積極的な 方につ
いて保険料を減額 する、そうい う形でインセ ンティブを働 かせるとい うことにつき まして
は、先ほどもちょ っと御説明し ましたけれど も、基本的に 私どもとし ても実質的に それぞ
れの加入者の方か ら見ると、保 険料が取り組 みに応じて減 額をすると いう方向で制 度を見
直そうとしており ますので、そ ういう意味で は神奈川県さ んのおっし ゃっているこ の提案
と同じ方向を向い た今回見直し が行われるん だろうという ふうに考え ているという ことで
ございます。
それから、もう 一点のこちら も加算・減算 の現行の見直 しについて でございます が、こ
ちらでいただいて おりますのは、こ の加算・減算の算 定基準に、例えば CHOの設置と いった
ように、健保組合 が創意工夫し て実施する健 康経営に関す る取り組み を加えるとい ったこ
との御提案だとい うふうに思っ ておりますの で、具体的に どういう指 標で評価をし ていく
かということにつ いては、今後 まさに健保組 合等と御議論 して決めて いくことにし ており
ますので、その中 でこの神奈川 県さんの方か らいただいて いる提案も 踏まえながら 、制度
設計を考えていきたいというふうに考えているところでございます。
○八田座長

あり がとうござい ました。とい うことは、今 制度改正を 考えているの で、全

国的な制度改正の中で考えていきたい、そういうお考えですね。
○安藤室長

はい。

○八田座長

わかりました。神奈川県さんの御意見を伺います。

○山口部長

お話があったように、向かっている方向は一緒という認識でございま す。

我々としては、 国家戦略特区 の枠組みの中 で、それを例 えばこの特 区の中で実証 的に先
行してその効果を 検証して全国 に広げるだと か、そういっ た方法論を 御検討いただ ける可
能性はないのかと 。当然全国に 広がっていく ということは 、我々も究 極の目的とし ては同
じところでござい ますけれども 、要はその時 間軸の部分が ありますの で、実現する ための
時間をできるだけ 短くするため の方法論とし て特区の活用 といったも のは考えられ ないか
という考えでございます。
○八田座長

先ほどの厚労省さんの御説明の法律改正はいつですか。

○安藤室長

この通常国会に提出されております。

○八田座長

それ が通ったらば 、今度は具体 的な基準をそ れに基づい て考えていく という

ことですね。
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○安藤室長

おっしゃるとおりです。

○八田座長

とするとかなり早いんじゃないですか。

○山口部長

そう ですね。その 基準の中に具 体的な評価軸 として我々 の取り組み、 そうい

ったものをぜひ取り込んでいただける形で御検討いただければありがた いと思いま す。
○安藤室長

１点 だけよろしい でしょうか。 スケジュール 感のところ で申し上げま すと、

今、国会に提出し て、これから 審議でござい ますので、法 案が仮にこ の通常国会で 通れば
という前提でござ いますけれど も、一応この ２つのそれぞ れの基準に ついては、来 年度、
すなわち平成27年 度中には何ら かの形でつく っていこうと いうふうに 考えておりま すので、
作成の際には、神 奈川県さんの ほうともよく 御相談をさせ ていただき ながら、基準 づくり
というものを今後進めていきたいと思っております。
○八田座長
○原委員
○安藤室長

あと、委員の方から御意見はいかがですか。
神奈川県で先行して先に実験をしてみるということについてはいかがで すか。
神奈 川県以外にあ る保険者さん からも、この インセンテ ィブの要望と いうの

をいただいており ますし、もち ろんその効果 がどうなのか というとこ ろをきちんと 検証し
てから実施すると いうのが正し い在り方なの かもしれませ んが、まず もって、やは りこれ
はスピーディーに とにかくやっ てくれという 要望もいただ いておりま すので，そう いう意
味では国会に法律 として提案し て、これから 御議論いただ いていくと いう過程でも ござい
ますし、基本的に は直ちに全国 で実施をいた しまして、そ の上で実際 にそこで効果 がどう
だったかというと ころはもちろ ん検証しなが ら、さらに制 度の見直し にそれを反映 してい
くといったような形で進められればというふうに考えているところでご ざいます。
○原委員

もちろ ん、だから全 国のを遅らせ てくださいと いう意味で は全くなくて 、その

前のステップとし て神奈川県で 先行してでき ませんかとい う御質問を したつもりな んです
けれども。多分神奈川県さんもすぐにでも実施できるということなのか と思うんで すが。
○安藤室長

厳密 に言うと、法 律改正が必要 な部分は、さ すがに今法 律を国会に提 出して

しまっていますの で、それが通 らないとでき ないという話 になります から、だから その後
直ちに先行的に実 施していただ くというのは 可能性として はあるかも しれませんけ れども、
そんなに大きなず れは多分生じ ない。先ほど もスケジュー ル感を申し 上げましたよ うに、
来年度中にはもう つくって、そ れで動かし始 めちゃおうと 思っていま すので、そう いう意
味でいくと、そんなに時間差的には生じないんじゃないかなという気は します。
○原委員

来年度 中に基準をつ くって、施行 の時期という のは法律に 書かれている んです

か。
○安藤室長

まず 、こちらの個 人のほうにつ いては、28年 ４月１日か らもう施行さ せます

ので、逆に言えば 、27年度中に はどういった 基準で評価を するかとい うことがそろ ってな
いと、制度は動かせないということになっております。
それから、一方 で加算・減算 の話、これは 今回種別ごと に分けます けれども、全 国の健
保組合で言わば財 政調整をする という話でご ざいますけれ ども、こち らについては 若干そ
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ういう意味で時間 がかかるとい うことで、30 年４月１日か らスタート させようとい うふう
に考えておりますけれども、そういう施行になっております。
○原委員
○山口部長

神奈川県さんのスケジュール感とはどうなんでしょうか。
個人 が28年度から 動き出すとい うことは、こ れは我々の 想定の中のス ケジュ

ール感と思ってお ります。あと は、加算・減 算制度のほう も少しでも 早く動いてい ただけ
ればありがたいと思います。
それと、事前に 我々が提案し たのは、個人 と組合単位の インセンテ ィブだったん ですけ
れども、もう一つ 、きょうはペ ーパーで委員 の先生にはお 示ししてい るんですけれ ども、
例えば単一の組合 の中でも適用 事業所が複数 ございますね 。例えば、 事業所間の競 争原理
を働かせることで、一つの組合の 中で今保険 料率は一定と いう前提にな ってございま すが、
そこを適用事業所 ごとに保険料 率を変えると いったこと、 これは当然 法律の変更が 必要に
なりますけれども、この辺の可能性ですとか、御意見はいかがでしょう か。
○安藤室長

今回 、先ほど申し 上げた個人に ついて、結果 的に実質的 な意味で保険 料を減

額するという仕組 みで考えては いるところな んですけれど も、その前 提として、そ もそも
根っこから、要は 保険料率なり 保険料額、そ もそも制度の 中で位置づ けられている それか
ら違いを設けると いうことがで きないかとい うことについ ての法制的 な議論という のも、
法制局等々を交えてさせていただきました。
これにつきまし ては、できなく はないんで すけれども、不 可能ではな いんですけれ ども、
ただやはり強制保 険で強制的に 保険料を国民 の方から徴収 している、 ある種税金と 似たよ
うなところがある 仕組みの中で やっておりま すので、もし やろうとす ると、いろい ろな条
件ですとか、対象 者ですとか、 それから金額 ですとか、そ ういったも のを全て法律 なり、
あるいは政令の中 できちんと規 定しなければ いけないとい うことを、 法制局等々か ら言わ
れておりまして、 私ども今回そ れを途中で切 り替えたんで すけれども 、それはなぜ かとい
うと、そういう形 にしてしまう と、逆に、か なり一律の基 準でもうこ れでやってく れとい
う形で国が決める ことになって しまうので、 むしろ健保組 合とかの独 自の取り組み 、裁量
というものを逆に 狭めてしまう のではないか ということで 、今回今の ような形、保 健事業
の中でもう少し保 険者が裁量を 持ってできる ような形で、 実質的な効 果としては同 じとい
うことができないかということで、このような制度改正にしたところで ございます 。
ですので、結論 から申し上げ ると、法制的 にはかなりハ ードルは、 正直私たちも チャレ
ンジしてきました けれども、ち ょっと高いか なという感じ がいたして いるところで ござい
ます。
○山口部長

我々 の基本的な知 事の考え、あ るいは神奈川 県健康・医 療分科会に出 ていた

だいた小泉政務官 もうそうでし たけれども、 やはり頑張る 人が報われ る、そういっ た制度
が必要と思ってお りますので、 そこが保険料 率という方法 論なのか、 今言った金銭 的な、
あるいはポイント 的なインセン ティブなのか 、そこはいろ いろ方法論 はあると思い ますけ
れども、いずれに しても、何も しない人が得 を得るような 形ではなく て、やはり努 力をし
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た人が報われる、 メリットが得 られるような 、そうした制 度設計をぜ ひ我々として は実現
していきたいと思 っています。 そういう部分 では非常に同 じ方向を向 いていますし 、具体
的な効果といったものを我々としては期待していきたいと思っておりま す。
○阿曽沼委員

経 営品質の評価 をどうやるか という問題は 非常に重要 な視点なんで すね。

レーガン氏が大統 領時代に経営 品質評価とい うことアメリ カで実施し 、品質の良い 企業や
事業所を大統領表 彰しました。 マルコム・ボ ルドビッチ賞 といいます 。日本はなか なか根
づかないんですが 、経営品質を 評価する為に 多くの指標が 設定されて いますが、健 康経営
というもののKPIを どう設定して していくか などを考える のも良いと思 います。例え ば提案
のあったChief

He alth

Office r（CHO）を任命し、企業が 経営品質を 高めるために 健康意

識をトップから変 えるという提 案を神奈川県 が企業と組ん でやると面白 いと思いま す。KPI
をどうつくってい くのかとか、CHOが 何をし、どう実績 を積み上げ たかなどは、重要 経営品
質の評価指標だと 僕は思います 。その意味で 、神奈川県が 全国に先駆 けて先行的に 、国の
平成30年のスター トの前に、KPI を設定し提言 して行くこと から始めれ ばスピードア ップが
図れるのではないかなと思います。
健康経営そのも のが企業経営 者自身に企業 品質を上げる 上で重要な 指標だという 意識づ
けをどうしていくかが非常に大きいテーマだと思いますね。
そういう意味で 、やる気のあ る企業と組ん でスピードア ップをして もらい、早目 のスタ
ートをしてほしいという気がします。
○安藤室長

今、 先生からいた だいた御指摘 、大変ごもっ ともでござ いまして、健 保組合

の実態としてもまさにそのとおりかもしれませんけど。
それで、実は私 たちもそこは もう少し、イ ンセンティブ もそうです し、いわゆる 予防・
健康づくりの取り 組みというも のを保険者に しっかりやっ ていってほ しいという思 いを強
く持っていて、き ょうはお持ち しておりませ んが、実はデ ータヘルス というふうに 我々は
呼んでおりますけ れども、今、健保組 合を含め 、保険者は加 入者の方の 健診情報です とか、
あるいはレセプト の情報という のを電子化し て持っている という状況 になります。 そうい
うデータベースが もうできてお りますので、 それを使って もっと効果 的に保健事業 ができ
ないかという取り組みを進めております。
それは手段でし かないんです けれども 、その心は 、一つには 健保組合で言 うと、経 営者、
企業本体のほうの 考え方という のが変わって くれないと、 財源の問題 を含め、健保 組合と
して積極的な保健 事業というの はできないと いうような状 況が今ござ いますので、 まさに
そういったデータ を使って、き ちんと今の加 入者、企業か らすると従 業員の方々の 健康状
態がどういう状況 にあって、あ るいは今後ど うなっていく のかという ことについて 、きち
んと健保組合がそ ういうものを つくった上で 、それで企業 の社長さん にそれをきち んとぶ
つけてくれと。そ の上で、企業 と一体となっ て健康づくり の活動とい うものをやっ てくれ
ということを健保 組合に対して は言っており まして、そう いう意味で は経産省さん とも連
携しながら、この取り組みを今進めているところでございます。
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神奈川県さんの おっしゃって いる、まさに このCHO的な発 想というの は我々の考え とも相
通ずることもある なと思って拝 見させていた だきましたの で、先ほど 先生からもご ざいま
したけれども、今 後指標を考え るに当たって はよく相談を させていた だきながら、 少しで
も早くそういった指標ができるように進めていきたいというふうに思っ ております 。
○八田座長

ほかにございませんか。

実は、私はもと もとはかなり これはネガテ ィブに思って いました。 要するに先ほ どの全
体のところにもあ ったエビデン スをきちっと 求めなければ 、頑張ると ころといって も何を
頑張ったかよくわ からないとい うふうに思っ ていました。 しかし、今 のお話を伺っ て、デ
ジタルのインフォ メーションを きちっと整え るならば、社 内にとっても 役に立つけれ ども、
全体にとっても役 に立つことが わかりました 。そういう体 制を整えた ところにきち んとし
た御褒美をあげるということは重要だろうと思います。
それから基本的に はさっきも申 し上げたんで すけれども、 社内の健康を 増せば社内 で得
するに決まってい るんだから、 そんなものは 自分で金を払 ってやれば いいじゃない かと思
っていました。し かし、実際の 問題として、 今社内の体制 がそういう ところになっ ていな
いというならば、 最初のインセ ンティブとし て、当分の間 、巨大な補 助金を与える 必要は
ないと思うけども 、健康増進部 署を設立する ために多少の 人の首をす げ替えるだけ のエク
スキューズをちゃ んと与えられ るくらいのイ ンセンティブ を与えると いうのはいい のかも
しれないですね。
でも、一番大切 なのは、デジ タルのインフ ォメーション を全体で整 えるような仕 組みを
個別でやることにインセンティブを与えるということなんじゃないでし ょうかね。
方向性として一 致するようで 、しかも全体 の法律として 、今提出さ れている法律 ででき
ていくということなので、ぜひいい結果になってほしいと思います。
どうもありがとうございました。
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