
動脈硬化予防フォーラム
社員の健康管理と企業の競争力社員の健康管理と企業の競争力

～職場で防ぐ動脈硬化～

日時：2011年2月18日(金)
13：00～16：15（開場12：30）

会場：日経ホール
（東京都千代田区大手町１－３－７）（東京都千代田区大手町１ ３ ７）

主催：第２８回日本医学会総会、
動脈硬化予防啓発センター

後援：日本経済新聞社
助成：公益信託 日本動脈硬化予防研究基金



１２：３０～ 開場

１３：００～１３：１０ 主催者挨拶

プログラム

１３：００～１３：１０ 主催者挨拶
第28回日本医学会総会 会頭（独立行政法人 国立病院機構 理事長） 矢﨑 義雄

【第１部 基調講演】
１３：１０～１３：５０ 「動脈硬化はどのように起きるのか ～予防の重要性～」

東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 教授 大内 尉義

１３ ５０ １４ ２０ 「社員の健康を守る企業の責任 経営基盤としての動脈硬化対策を考える 」１３：５０～１４：２０ 「社員の健康を守る企業の責任 ～経営基盤としての動脈硬化対策を考える～」
医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 常務理事 統括所長 及川 孝光

１４：２０～１４：５０ 「メタボリックシンドローム・動脈硬化の予防
～ヘルスプロモーションの視点から～」
順天堂大学医学部総合診療科 准教授 福田 洋

【第 部 パネ デ カ 】【第２部 パネルディスカッション】
テーマ：｢動脈硬化予防 個人・職場でどう実践するか？｣
１５：００～１６：１５

（パネリスト）
東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 教授 大内 尉義

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 常務理事 統括所長 及川 孝光
順天堂大学医学部総合診療科 准教授 福田 洋

味の素株式会社 人事部 労務グループ長 兼 健康推進センター長 本橋 弘治
（コーディネーター）

元NHKアナウンサー・十文字学園女子大学 客員教授 好本 惠
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主催者挨拶
第28回日本医学会総会会頭
（独立行政法人国立病院機構理事長） 矢﨑義雄

本日の「動脈硬化予防フォーラム」は、東京で来月開催される第28 回日本

医学会総会のプレシンポジウムで、公益信託日本動脈硬化予防研究基金の
助成事業の一つです。日本医学会総会は４年に１回開く医学界最大のイベン
トですが、今回は画期的試みとして市民参加型の医学・医療博覧会を4月2日
から10 日まで東京ビッグサイトで併催します。

同博覧会は ①体や病気のしくみが「わかる」②病気に挑み健康づくりに「と

（独立行政法人国立病院機構理事長） 矢﨑義雄

同博覧会は、①体や病気のしくみが「わかる」②病気に挑み健康づくりに「と
りくむ」③医療や健康・予防の未来を「つくる」―― をテーマに、医学・医療の

現在とこれからを楽しみながら体感できるよう、展示や実演にさまざまな工夫
を凝らしているのが特色です。ご家族一緒で、あるいは職場の皆さんが誘い
合って、ぜひご来場いただければと願っています。

病気に挑み健康づくりに病気に挑み健康づくりに

「とりくむ」「とりくむ」

医療や健康・予防の未来を医療や健康・予防の未来を

「つくる」「つくる」

検診体験 内視鏡操作体験 ファミリーウォークキッズホスピタルランド

「とりくむ」「とりくむ」 つくる」つくる」

体や病気のしくみが体や病気のしくみが

「わかる」「わかる」
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血管トンネル ライフサポートテクノロジー
身近な病気と
からだのしくみ 地域医療活動 見本市

※４月に東京ビッグサイトにて開催を予定しておりました博覧会は、東日本大震災の影響により中止となりました。



第１部 基調講演

「動脈硬化はどのように起きるのか
予防の重要性 」～予防の重要性～」

東京大学大学院医学系研究科
加齢医学講座 教授

大内 尉義

「社員の健康を守る企業の責任
～経営基盤としての動脈硬化対策を考える～」

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ
常務理事 統括所長
及川 孝光

「メタボリックシンドローム・動脈硬化の予防
～ヘルスプロモーションの視点から～」

順天堂大学医学部総合診療科

3
※3/22日本経済新聞朝刊全国版にて掲載した原文のまま掲載

順天堂大学医学部総合診療科
准教授

福田 洋



基調講演１
「動脈硬化はどのように起きるのか～予防の重要性～」

東京大学大学院医学系研究科
加齢医学講座 教授

大内 尉義氏

動脈硬化は骨粗しょう症、認知症と動脈硬化と動脈硬化症

プラーク破裂し血管詰まる
高血圧など危険因子を排除

並ぶ３大老年疾患の一つです。動脈
硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗
塞などの、生命にかかわるさまざまな
動脈硬化性疾患にかかりやすくなりま
す。一命をとりとめても生活機能が著
しく低下してしまいます。

動脈硬化 動脈硬化症

脳動脈硬化
脳動脈硬化症
脳梗塞
脳出血

頸動脈硬化 脳塞栓

冠動脈硬化
狭心症
心筋梗塞

脳卒中）

動脈硬化と動脈硬化症

心筋梗塞

腎動脈硬化
高血圧
腎硬化症

大動脈硬化
動脈瘤
Leriche症候群

末梢動脈硬化 閉塞性動脈硬化症

動脈硬化の最初のステップは血管の内壁を覆う内
皮細胞の一部に障害が起こることです。障害箇所か
ら血液中に含まれる悪玉のＬＤＬコレステロールが血
管壁の中にどんどん入り込むと、そこにマクロファー
ジや平滑筋細胞、繊維成分なども集まってきてプ
ラークと呼ばれる動脈硬化病変が形成されます。

プラークの内部はドロドロのおかゆ状で、血管壁を
内側に向かってだんだん膨らませます やがてプ

「プラーク破綻」による急性冠症候群
ACS；Acute Coronary Syndrome
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内側に向かってだんだん膨らませます。やがてプ
ラークが破裂すると、そこに血栓ができて血管が完
全にふさがり、その先の臓器には酸素と栄養が供給
されなくなります。これが心臓の冠動脈で起これば
心筋梗塞、脳動脈で起これば脳梗塞を発症するわ
けです。 Davies, MJ  Circulation 1996 94: 2013 – 2020



内皮細胞の障害や動脈硬化を促進する危険因
子は高血圧、脂質異常、高血糖、肥満、喫煙など
で、これが複数重なると動脈硬化性疾患の発症
率は指数関数的に高まってしまいます。例えば高
血圧 高中性脂肪 高血糖 肥満を併せ持つ人

動脈硬化の主要な危険因子

・高血圧
血圧、高中性脂肪、高血糖、肥満を併せ持つ人
の心筋梗塞や脳梗塞の発症率は、一つも持たな
い人の約36倍というデータもあります。

したがって動脈硬化や動脈硬化性疾患を予防
するうえでは、まず危険因子を持たないよう生活
習慣の改善と取り組み、既に高血圧などがある場
合にはその治療に努めことが大切になります。

高血圧
・糖尿病
・肥満（特に内臓脂肪型肥満）

・脂質異常症
・喫煙
・閉経後の女性

生活習慣の改善は禁煙、適正な食事、
適度な運動の３つが大原則です。食事
ではカロリー・コレステロール・糖質・塩
分の摂取を控えめにする一方、青魚や
繊維質を積極的に摂取し、カルシウム・
マグネシウム不足にも陥らないよう注意
することがポイント。運動は１回30分以

上、１週間合計で１８０分以上が目標で、
速歩 ジョギング 水泳 サイクリングな
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(労働省作業関連疾患総合対策研究:平成７年 宿主要因と動脈硬化性疾患に関する研究)

適正な食事 適度な運動は一石三鳥！

速歩、ジョギング、水泳、サイクリングな
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適正な食事，適度な運動は 石三鳥！

• 動脈硬化予防のための

正しい食事（カロリー制限，魚摂取…）

適度な運動

→骨粗鬆症，アルツハイマー型認知症にも

有効

こうした生活習慣には、動脈硬化のほかに骨粗
しょう症、認知症の予防にも役立つ〝一石三鳥〟
の効果を期待できます。ぜひ実行してほしいもので
す。

大内尉義（おおうち やすよし） 東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座教授

■略歴
1973 年 9 月 東京大学医学部医学科卒業
1976 年 2 月 東京大学医学部第３内科入局

年 月 社会福祉法人三井記念病院内科医員

■所属学会
日本老年医学会（理事長）、日本動脈硬化
学会（理事）、日本認知症学会（理事）など
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1976 年 4 月 社会福祉法人三井記念病院内科医員
1984 年 7 月 東京大学医学部第３内科助手
1985 年 1 月 米国テネシー大学医学部生理学教室

Visiting Assistant Professor
1986 年 11 月東京大学医学部老年病学教室講師
1995 年 8 月 現職
2006 年 4 月 東京大学医学部附属病院副院長（兼任）

■専門
老年医学、動脈硬化、高血圧、骨粗鬆症、
認知症



基調講演２
「社員の健康を守る企業の責任

～経営基盤としての動脈硬化対策を考える～」

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ
常務理事 統括所長

及川 孝光氏

いま、職域でなぜ動脈硬化対策が急がれるか
３本柱とヘルスケアで対応
健康戦略と職域医学を確立

近年、職域での動脈硬化対策
が以前にも増して急がれるように
なっています。従業員の高齢化に
伴う動脈硬化有所見者の増加、
夜勤やシフト勤務など勤務形態
の多様化による生活リズムの混
乱 海外勤務者や単身赴任者の

 労働人口の高齢化に伴う有所見者の増加・・・業務内容の健

康配慮が必要、職場の救急対応

 夜勤、シフト勤務など勤務形態の多様化による生活リズムの混
乱・・・ 体内時計の不具合、食事時間の乱れ、治療の不徹底

疾病管理の悪化

 海外勤務者の増加・・・医療支援の困難性、慢性的なストレス過

多状態 循環器疾患の ントロ ル不良と治療の中断

健康戦略と職域医学を確立

乱、海外勤務者や単身赴任者の
増加、長時間・過重労働の増加、
男性若年層での肥満者の増加
――などがその背景です。

しかも、動脈硬化の進行や動脈
硬化性疾患の発症は、危険因子
との因果関係がかなりはっきりし
ています。リスクがはっきり分かっ

多状態、循環器疾患のコントロール不良と治療の中断

救急搬送対策

 長時間・過重労働の問題・・・循環器疾患のリスク増大、メンタル

ヘルスケアの重要性

 男性若年層の肥満者、有所見者の増加・・・発症の若年化

生活習慣病の一次、二次、三次因子て ます。リ クがは きり分か
ていれば予防対策もとりやすい
ので、こうしたことも従業員の健
康管理対策の一環としての動脈
硬化対策を、意義あるものにして
いる理由の一つです。

生活習慣病

一次因子
（問診）

食事
運動

ｱﾙｺｰﾙ

二次因子
（健診）

肥満
高血圧
高脂血症

三次因子
（検診）

脳血管障害
虚血性心疾患

心不全
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タバコ
睡眠

ストレス
業務内容
生活環境

高血糖
高尿酸血症

脂肪肝
肺機能低下

蛋白尿
Mets

重症糖尿病
慢性肝炎
肝硬変
腎不全
がん
COPD



職域健康管理におけるハイリスク・アプローチ
とポピュレーション・アプローチ

 ハイリスク・アプローチ  ポピュレーション・アプローチ

職域での動脈硬化対策の基本は、
ポピュレーションアプローチとハイリス
クアプローチの両面から進めることで
す。具体的には健康診断の徹底や生
活指導を中心とする全従業員対象の

有所見者に対する指導・介入

個別の保健指導・治療

効果が明確

医療費の削減効果は限定的

二次、三次予防

集団としての指導体制

健康教育

ＴＨＰ、健康日本２１など

効果の算定が困難

医療費の削減効果は大

一次予防

活指導を中心とする全従業員対象の
１次対応、動脈硬化有所見者への指
導と治療指示を中心とする２次対応、
動脈硬化性疾患発症後の職場復帰
支援や再発予防を中心とする３次対
応が３本柱になります。

その中で最近、特に重視されるよう
になったのはメンタルヘルスケアです。

度 抱
二次、三次予防

過重労働個人への介入・指導

次予防

組織への過重労働対策
ストレスを過度に抱え込んでメンタル
疾患に陥ると、動脈硬化の進行や動
脈硬化性疾患の発症にも大きな影響
を与えるからです。中には職場が変
わっただけで狭心症が良くなったとい
う例もあるほどで、メンタル面での配
慮は欠かせない要素になっています。

職域における循環器疾患対策：予防として

 一次対応 労働者の健康診断の徹底、食事・運動

を含 た業務 生 指導 タ 把握を含めた業務・生活面の指導、メンタル面の把握

 二次対応 健康診断による有所見者への指導・

治療の指示、適性業務・適性地位の判断、家族

など個人要因の把握

 三次対応 発症後の復帰支援、再発予防と就業

ストレスと心血管系疾患

高血圧 糖尿病 脂質異常症 肥満など危険因子の増悪 過

三次対応 発症後の復帰支援、再発予防と就業

配慮、十分な医療支援、精神面の支援と職場の

リスク管理

 高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満など危険因子の増悪、過
食による肥満

 凝固能、血小板凝集能亢進による血栓形成

 心房細動、心室頻拍など不整脈の誘引、心不全の悪化

特殊な心筋症の発症

 急性冠症候群、冠れん縮性狭心症の発症、突然死

 脳出血、脳塞栓、脳梗塞、くも膜下出血の誘引

 大動脈解離、肺血栓塞栓症の発症大動脈解離、肺血栓塞栓症の発症

 うつ病など精神疾患と虚血性心疾患の関連が大

動脈硬化性疾患のメンタルヘルス対策が重要である
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これからの健康管理・支援はどうあるべきか
今後の課題としては２つのことが重

要です。一つは、健康戦略という視
点の導入。つまりコストとベネフィット

日本経済の変動、労務・雇用環境の急速な変化に

より、労働者の身体的・精神的負荷が増大している。

 従業員への健康管理も点ではなく、その業務背景、
生活環境を把握した総合的な支援体制が求められ
る。医療体制も時代に沿ったシステムへの移行が
必要 企業内 外部医療施設の緊密な連携と共通

を考えて、より効率的な対策を立て、
健康を企業の基本理念とすることで
す。もう一つは、産業医学と臨床医
学を包含した職域医学とも呼ぶべき
分野の確立。従来の医学概念では、
労働環境とそれがもたらす従業員の
健康状態の変化に対応しきれなく
なっているからです。医療も時代に
即して常に新しい展開をすることが 必要。企業内・外部医療施設の緊密な連携と共通

方針の策定が必要。

 企業として、環境問題、従業員・家族、地域住民の
福祉を経営理念としたヘルスケア体制を構築する。

職域の健康管理 今後の方向付け

即して常に新しい展開をすることが
必要と思います。

職域の健康管理は、従業員の健康状態を個人と

組織の観点からのリスクアセスメントから始まる。

業務内容、業務形態、勤務時間、生活環境、裁量

権限、対応能力などを把握した総合的な健康支援

が必要が必要。
産業医学（Occupational Medicine)と臨床医学（Clinical 

Medicine)を包含した職域医学（Workplace Medicine：

仮称)の概念を提言する。

及川孝光(おいかわ たかみつ) 
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 常務理事統括所長

■略歴
1973 年 慶應義塾大学医学部卒業
1973 年 同大学内科学教室入局
1975 年 東京都済生会中央病院内科勤務
1978 年 慶應義塾大学病院内科（老人内科）勤務 内科医長

■産業保健関係役職

労働衛生コンサルタント、関東産業健康管理研究
会会長、日本産業衛生学会関東地方会幹事、日
本産業衛生学会代議員、慶應産業保健研究会幹
事 アルコ ル関連問題学会理事
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1978 年 慶應義塾大学病院内科（老人内科）勤務、内科医長
1991 年 三和銀行東京健康管理センタ－勤務 副所長
2006 年 三菱東京UFJ 銀行健康センタ－（大手町ビル） 所長
2010 年 医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 統括所長

事、アルコール関連問題学会理事
（産業ブロック代表）など

■専門

産業医学、生活習慣病の病態生理と予防・治療、
循環器病、脂質代謝、臨床疫学、アルコール関連
疾患、老年医学、メンタルヘルス



基調講演３
「メタボリックシンドローム・動脈硬化の予防

～ヘルスプロモーションの視点から～」

順天堂大学医学部総合診療科
准教授

福田 洋氏

ヘルスリテラシーを高める
従業員の健康づくりを支援

企業従業員の健康管理に関して近年最も話
題になったのは、メタボリックシンドロームの解
消を目的に始まった特定健診・保健指導制度で
す。メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥
満を基盤に動脈硬化性疾患などの生活習慣病
を招きやすい病態として知られていますが、最
近はがんとの関連についても研究されており、
ますます注目を集めています。
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特定健診・保健指導の開始から３年
たった現在、その成果は徐々に表れ
てきているようです。しかし、その一方
で、様々な課題も指摘されています。
例えば、行動変容プログラムを継続す
るためには 従業員 産業保健スタ

平均体重減少率

るためには、従業員、産業保健スタッ
フともに多大な労力を費やさざるをえ
ないことです。 減少率別割合

増加

5％以上
3-5％
1-3％
0-1％

また特定健診・保健指導は、40
歳以上のいわばハイリスクグルー
プを対象としています。ところが実
際には 食生活の乱れや運動不際には、食生活の乱れや運動不
足はむしろ20〜30代の若年従業

員に多いのです。この層を含む全
世代へのポピュレーションアプロー
チが不足しているため、若年従業
員は着々と内臓脂肪をためこんで
いくという現実があるのです。
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この課題を解決するために
提案したいのは、米 国の
「ヘルシー・ピープル２０１０」
でも取り上げられているヘル
スリテラシーという考え方を
従業員の健康づくりにも応用
すること。簡単にいうと、従業
員は健康づくりの意思決定
に必要な情報を自分で調べ、
理解し 使えるようにし 企業理解し、使えるようにし、企業
はそのための支援をすると
いうことです。

ヘルスリテラシーの高い従
業員が増えると周りにも好影
響を与えて、会社全体が活
性化する効果も期待できま
す。そのために大切なのは、
産業保健 タ 健康保険産業保健スタッフ、健康保険
組合、人事・労務担当者が協
力して効率的で適切な施策
を打ち出すこと。従業員の健
康づくりはいま企業の社会的
責任（ＣＳＲ）の重要な柱にな
りつつありますが、そのゴー
ルは従業員のヘルスリテラ
シーをいかに高めるかにあるシ をいかに高めるかにある
と考えています。

福田洋（ふくだ ひろし） 順天堂大学医学部総合診療科准教授

■略歴
1993 年 山形大学医学部医学科卒業
1993 年 北海道勤労者医療協会内科臨床研修

■所属学会、研究会

日本人間ドック学会（代議員・専門医）、日本総合健
診医学会（専門医） 日本産業衛生学会（代議員）
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1993 年 北海道勤労者医療協会内科臨床研修
1999 年 順天堂大学大学院医学系研究科修了

（公衆衛生学）医学博士
1999 年 東京・八重洲総合健診センター健診部長
2004 年 順天堂大学医学部総合診療科講師
2007 年 同 准教授
2008 年 ミシガン大学公衆衛生大学院疫学セミナー参加

診医学会（専門医）、日本産業衛生学会（代議員）、
日本健康教育学会（理事）、ヘルスプロモーション健
康教育国際会議（Japan Liaison Office Director）、
さんぽ会（事務局長）

■専門

予防医学、健診医学、産業保健、生活習慣病に対す
る健康教育・ヘルスプロモーション



第2部

パネルディスカッション

｢動脈硬化予防 個人・職場でどう実践するか？｣

＜パネリスト＞
大内 尉義氏〔東京大学大学院医学系研究科 加齢医学講座 教授〕
及川 孝光氏〔医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 常務理事 統括所長〕
福田 洋氏〔順天堂大学医学部総合診療科 准教授〕福田 洋氏〔順天堂大学医学部総合診療科 准教授〕
本橋 弘治氏〔味の素株式会社 人事部 労務グループ長 兼 健康推進センター長〕

＜コーディネーター＞
好本 惠氏〔元ＮＨＫアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授〕

12
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コーディネーター

元ＮＨＫアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授

好本 惠氏

好本 動脈硬化予防を個人として、職場
ば ご

健康管理の基本的な考え方

「健康」は最も重要な、個人のそして会社の資源

～健康管理規程より～

従業員の実りある人生が活力源
モチベーション高める経営者の声

としてどう実践していけばいいのか、ご意
見を伺いたいと思います。まず本橋さんか
ら、味の素はどういう考え方で従業員の健
康管理に取り組んでいるのかご紹介くださ
い。

本橋 当社は８年前に健康管理規定を定
めて、「健康は最も重要な、個人のそして
会社の資源」ということをうたっています。

従業員 会 社

安全配慮義務の順守
健康管理体制の整備
健康教育の実施

セルフ･ケア

支援

（健康状態の正しい認識、
正しい知識と正しい行動）

自己の健康管理
自己の健康管理

会社の資源」ということをうたっています。
従業員は自分の健康管理に責任を持ち、
会社は健康管理体制の整備や教育の実
施を通じて、従業員が自分の健康状態を
正しく認識し、正しい知識のもとに、正しい
行動がとれるよう支援するとともに、安全
配慮義務を順守することに責任を持つとい
うのが、その意味するところです。

15

健康は自分自身で守るもの（セルフ・ケア）／会社はそれを支援

味の素株式会社味の素株式会社
人事部 労務グループ長 兼 健康推進センター長

本橋 弘治氏
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また健康管理の上位概念として当社独自のワークライフバランスの考え方があります。会社は従業
員の実りある人生を支援する。一方、従業員は人生を通じて高めた能力や活力をもって会社に貢献す
る そうした好ましい循環を継続することによって 従業員 会社がともに成長 発展し続けようというも

味の素㈱が目指すワークライフ･バランス

能力発揮 新たな価値創造 る会社 献

る。そうした好ましい循環を継続することによって、従業員、会社がともに成長、発展し続けようというも
ので、そのためには健康であることが土台になると考えています。

従業員 会 社
ともに
成長

能力発揮、新たな価値創造による会社への貢献

多様性の理解と柔軟な労働環境・選択肢や教育機会等の提供による支援

18

会社は従業員の実りある人生（ライフ）を「支援」し、従業員は人生を通じて

高めた能力や活力を持って会社に「貢献」するという好ましい循環が継続

することにより、従業員、会社がともに成長、発展し続けていること。

味の素㈱が目指すワークライフ・バランス

社会への貢献
社会への責任

会社への貢献
会社への責任

豊かで実りのある人生の実現

よいライフ

よいワーク

生産性の高い働き甲斐のある仕事

19

実り あ 実現

健康がすべての土台
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好本 及川先生は豊富な産業医経験をお持ちですが、
いまのお話にはどんな感想を抱かれましたか。

及川 とても素晴らしいと思いました。会社、特に経営
トップが従業員の健康を大事にしているというメッセージ
を強く打ち出すことは、従業員のモチベーションを高め、
企業を活性化させることにつながりますし、われわれ産
業保健を担当している者にとっても仕事がやりやすくなる
というメリットがあります。日本経済の停滞が続く中で健
保

組合も厳しい財政状況に追い込まれていますが、逆にそ
うした時代だからこそ 味の素のような取り組みが必要なうした時代だからこそ、味の素のような取り組みが必要な
のだと思います。

好本 福田先生はいかがでしょう。

福田 基調講演で触れたヘルスリテラシーに通じる話
で、非常に共感を持ちました。メタボリックシンドロームや
動脈硬化性疾患のような生活習慣病の予防は、自分一
人の努力だけではなかなかうまくいかないところがありま
す。望ましい生活習慣がどんなものかは分かっても、何
の症状も出ていない段階でそれを続けるには相当な意
志力が必要だからです。従って会社がきちんとしたポリ
シーを打ち出し、それに沿って強力な支援をすることは
大きな効果があると思います。

15



健康推進センターの活動

①健康診断の実施とその後のフォロー
全員面談・上司面談 3,400件／年

②過重労働対策

産業医、保健師による面談重視
周りの人々の協力は企業の強み

好本 では、企業は従業員の健康管理
を支援するため、具体的にどんなことをし
たらいいのか。味の素の例をお話しくださ
い。

本橋 いろいろな活動を行っていますが、
中でも特徴的なのは産業医、保健師によ
る面談にかなり力を入れていることです。
健康診断後に 人ひとりの自己管理の

②過重労働対策
長時間労働者アンケート・面談 面談900件／年

③要フォロー者・休業者面談 ﾌｨｼﾞｶﾙ 600件／年
ﾒﾝﾀﾙ 1,200件／年

④安全衛生委員会・職場巡視
⑤健康教育 人事部研修、事業所・職場講習会
⑥就業上の措置・意見書による就業制限
⑦長期休業・治療出社・復職の判断
⑧業務上災害時の措置
⑨海外赴任前・帰国時検診 海外赴任可否判断健康診断後に一人ひとりの自己管理の

状況と課題を話し合う全員面談、部下へ
の安全配慮教育について話し合う上司
面談が合わせて年間３４００件に達しま
すし、過重労働対策の一環としての面談
が年間９００件、要フォロー者・休業者と
の定期面談もフィジカル・メンタル合計で
年間１８００件に上ります。

もう一つ特徴的なのは健康推進体制で

21

⑨海外赴任前・帰国時検診、海外赴任可否判断
⑩海外勤務者・帯同家族の健康管理支援、現地視察

人事労務部門との一体運営

人事部
人事部の直下に６つの健康推進センターを置き、

国内従業員3 418名＋海外出向者270名をフォロー

す。当社は全国を６エリアに分けて、それ
ぞれに健康推進センターを設置していま
すが、６カ所とも人事部の直轄にしていま
す。なるべく経営に近いところに産業医を
置いて、独立性を保ちながらその役割を
十分に発揮してもらうのが狙いです。ま
た健康推進センター長は人事部の労務
グループ長あるいは各事業所の労務担
当部長が兼務していますが これは人事

人事部健康推進センター

川崎健康推進センター

東海健康推進センター

東京健康推進センター

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ労務グループ

本社人事部に２ｸﾞﾙｰﾌﾟ・１ｾﾝﾀｰ

国内従業員3,418名＋海外出向者270名をフォロ

センター長 6名（兼務）

スタッフ ３名（１名兼務）

産業医 ９名（常勤２、非常勤７）

保健師 看護師 １０名当部長が兼務していますが、これは人事
部と健康推進の両方の立場を分かったう
えで、きちんと連携をとっていくためです。

好本 会社全体で取り組む強い姿勢を
感じます。

24

大阪健康推進センター

九州健康推進センター

保健師・看護師 １０名

（常勤：原則 正社員）

人事労務部門・健康保険組合との連携

人事部長

労務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 健康推進センター長
兼務

＝

味の素健康保険組合
理事長

兼務

＝
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健康管理担当者
（衛生管理者）

産業医
医療スタッフ

(保健師・看護師）

連携



大内 福田先生がおっしゃったように、生活習慣病はよほど進行して
からでないと全く自覚症状が出てこないのが一番の怖い点です。高
血圧なら血圧測定、脂質異常症なら血液検査を行って、初めて発見
されるわけですね 従 て年１回の健康診断後に全従業員が面談にされるわけですね。従って年１回の健康診断後に全従業員が面談に
臨むという仕組みは、手間がかかって大変でしょうが、非常にきめ細
かな、先進的な取り組みです。やはり企業の強みというのは同僚を
含め、周りに支えてくれる人たちがたくさんいることで、今後もぜひそ
うした強みを生かしていってほしいと思います。

好本 大内先生、きょうのフォーラムを振り返って、ぜひ伝えておき
たいというメッセージがありましたら、お聞かせください。

大内 私は基調講演で動脈硬化予防には生活習慣の改善がまず
重要と言いましたが、私が示したのはスタンダードモデルです。あと
は産業医やクリニックの医師に相談したうえで、個々人のライフスタ
イルや及川先生がおっしゃったような仕事の環境、それに応じて随
時変えてください。例えばカロリーの摂取にしても時には羽目を外し
て構いません。食事ごとに神経質に気をつかうのではなく、１週間、１
カ月といった単位で帳尻が合えばいいのです。
日本の後期高齢者は20年後に２２００万人に達すると予測されてい

ます そうした超高齢社会をうまく乗り切るためには 健康寿命をい

本橋弘治（もとはし ひろはる）
味の素株式会社人事部労務グループ長兼健康推進センター長

ます。そうした超高齢社会をうまく乗り切るためには、健康寿命をい
かに長くするかがキーポイントで、動脈硬化予防はそのための国家
戦略の一つにもなり得ると考えています。

好本 惠（よしもと めぐみ） 元NHKアナウンサ 十文字学園女子大学客員教授

1986 年味の素㈱入社、工場人事労務部門、人事部労務担当・採用担当・研修担当、国内営業、海外事業管理

部門、海外出向（フィリピン味の素）を経て現職。人事部において労務グループ長・健康推進センター長を兼務し
「安心して働ける環境」作りに取り組む。

好本 惠（よしもと めぐみ） 元NHKアナウンサー・十文字学園女子大学客員教授

1976 年ＮＨＫアナウンス室入局。1981年からフリーアナウンサーとして『きょうの料理』『すくすく赤ちゃん』『ＮＨＫ俳

壇』『ペット相談』などを担当。現在ＮＨＫの『ＴＶシンポジウム』などで、医療、健康、暮らし、教育などをテーマにした
シンポジウムの司会を務める。また、2010年から「ことばの杜」のメンバーとして、社会貢献活動に参画。著書に『話
しことばの花束』などがある。
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