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Ⅰ　は じ め に

「健康経営」1）とは，「利益を創出するための経
営管理と，生産性や創造性向上の源である働く人
の心身の健康の両立をめざして，経営の視点から
投資を行い，企業が事業として起業しその利益を
創出すること（岡田 2015：10-11）」と定義される
考え方である。健康経営においては，健康増進施
策を通じて，従業員の健康を維持・増進するこ
と，従業員の健康の維持・増進を通じて生産性を
高めることが期待されている。さらに中長期的に

は，健康経営に取り組んでいることが社会に広ま
ることで企業イメージの向上につながり，株式市
場や人材市場における優位性の獲得に結びつくこ
とも期待されている（岡田・高橋 2015）。
近年，健康経営という考え方が急速に注目され
るようになり，様々な先進事例が紹介されるよう
になってきた（例えば，井上 2014）。しかしながら，
健康経営の捉え方や実践は，各企業が直面してい
る状況や取り組みの背景にある狙いによって異な
るのが実情であろう。そのため，健康経営とは何
か，健康経営を進めるためにどのような取り組み
が有効なのかについての共通認識が得られず，混
乱した状況が生まれているように思われる。一方
欧米では，健康経営という概念が提唱されたの
ち，いくつかの有力な研究枠組みに基づいた科学
的な知見が蓄積され始めている。
本研究の目的は，このような現状を踏まえた上
で欧米の先行研究を概観し，健康経営の基本概念
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本稿の目的は，健康経営に関する研究動向を明らかにし，今後の課題を明らかにすること
である。本稿は大きく分けて 3つのパートから構成されている。最初に，健康経営と心理
的健康職場の基本的な考え方を概観する。文献サーベイから，健康経営は，個人の健康だ
けではなく職場や組織レベルの活性化も対象としていることが明らかになった。また健康
経営で目指す従業員の状態は狭義の概念である健康（health）に留まらず，より広い概念
であるウェルビーイングであることも明らかになった。本稿では，このような特徴を反映
させた概念として心理的健康職場の基本モデルを紹介し，成果変数や施策を説明する。次
に，健康経営施策の効果を示す最新の介入研究を紹介する。本稿では，健康経営施策の実
施が従業員の健康及びウェルビーイングと組織的成果に良い影響を与えた 2つの研究を取
り上げる。最後に，健康経営を進める上で今後取り組むべき課題について指摘する。具体
的には健康経営施策に参加する従業員のモチベーションを喚起し，努力を継続させるため
の取り組みが十分に明らかになっていないこと，健康経営施策を効果的に運営するための
部門横断体制の構築プロセスに関する研究が必要であることを指摘する。
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を明らかにすることである。その上で，日本の企
業が健康経営を推進していく上で今後明らかにし
ていくべき課題を検討することである。

Ⅱ　健康経営と心理的健康職場

1　健康経営の研究動向

健康経営は，英語で Health and Productivity 
Management と表現される。病気やケガ，ワー
クライフバランスの問題に際して，従業員が利用
できる様々な種類の施策をまとめて管理すること
を指す考え方である。具体的には，療養給付，障
害・労働災害補償制度，EAP，有給病気休暇，
職業安全施策等が含まれる。また，従業員のモ
ラールを高めて離職率を下げ，職場における生産
性を高めるための施策等も含まれる（Goetzel, 
Guindon, Turshen, and Ozminkowski 2001）。
健康経営の源流の 1つは，職場における健康増
進の取り組みに見ることができる。米国の企業
は，1970 年代ごろから従業員の健康の維持と増
進を目指して，企業内にフィットネスクラブを設
立したり，民間のフィットネスクラブを利用でき
る 制 度 を 整 備 し た り す る よ う に な っ た
（Falkenberg 1987）。このような取り組みは，企業
の医療費負担が増加するとともに注目が集まるよ
うになり，より幅広い施策が取り組まれるように
なった。また健康関連で企業が負担する総コスト
は，医療費そのものよりも，通院や体調不良によ
る病欠（アブセンティーイズム）に基づくコスト
増や，出社していても健康状態が損なわれている
ことによって生じる生産性の低下（プレゼン
ティーイズム 2））に基づくコスト増から大きく影
響を受けることが指摘されるようになった。特に
プレゼンティーイズムに基づくコスト増について
は目に見えないコストとしてより一層注目される
ようになった。その結果，欠勤率を低下させるこ
とに留まらず，生産性の向上に向けた取り組みを
行っていくことが重要であると認識されるように
な っ た（Goetzel and Ozminkowski 2000；Goetzel, 
Guindon, Turshen, and Ozminkowski 2001；Hemp 
2004）。

健康経営のもう 1つの源流として，本稿では経
営管理論及び組織行動論を取り上げる。初期の経
営管理論では，組織の生産性を管理する上で従業
員の疲労や健康について極めて強い関心を持って
いたからである。例えばMayo（1924）は，工場
で働く従業員の疲労を軽減する管理を行うこと
が，従業員の健康維持につながり，生産性を高め
ると指摘している。しかしその後，Herzberg, 
Mausner, and Snyderman （1959）の動機づけ─衛
生理論によって，従業員の不満を高める作業条件
の悪さや人間関係の問題を解決しても従業員のモ
チベーションには結びつかないことが提唱される
ようになると，経営管理論における従業員の健康
に対する関心は，一旦薄れていく。経営管理の主
たる対象は，モチベーションを高めるための職務
設計や承認に集まるようになり，従業員のストレ
スや身体的な健康は，モチベーションを高めるた
めの前提とみなされるようになっていった（金井 
2010）。ところが，1990 年代になると，健康に関
する関心が再び高まるようになった。経済状況が
悪化し，企業間の競争が激化することによって企
業内でメンタルヘルスの不調者が増加し，メンタ
ルヘルスに関する人事施策の充実が求められるよ
うになったからである（Rosen 1986）。特に組織行
動論においては，職務設計が健康に与える影響に
も注目するようになった（Parker 2014；Tetrick 
and Winslow 2015）。
このように健康経営は，健康増進と経営管理の
2つの研究領域の延長線上にある考え方であると
位置付けられる。そして，従来の健康増進の先行
研究と比較すれば，従業員の健康管理の費用対効
果を考慮すること，健康管理を通じて最終的に組
織の生産性を高めることまで関心を拡張している
点に特徴がある。経営管理の先行研究と比較すれ
ば，これまで前提としてきた従業員の健康を経営
管理の対象として取り入れている点に特徴があ
る。従業員の健康増進のみに注目すれば，企業の
経営が立ち行かなくなる場合がある。一方，組織
の効率性のみを追求して利潤を増やそうとすれ
ば，従業員が疲弊してしまう。健康経営を効果的
に進めるためには，健康増進と経営管理のジレン
マを乗り越えていくことが重要である。
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健康経営に関する初期の調査では，このジレン
マを乗り越えるための基本的な知見が蓄積され
た。まず健康増進施策で得られる効果が徐々に数
値化されて示されるようになった。例えば Goet-
zel, Guindon, Turshen, and Ozminkowski（2001）
では，43 社に対する調査を通じて従業員１人当
たりの健康関連のコストの平均値は 9992 ドルで
あることを示した。同調査では同時に，支出額の
少ない企業（上位 25％）のレベルまで支出を引き
下げることができた場合には，従業員１人当たり
2562 ドルの経費削減が期待できることも示され
た 3）。
また，O’Donnell （2000）は，健康経営施策が組
織的成果に結びつくメカニズムを示す基本モデル
を提示している（図 1参照のこと）。O’Donnell は，
健康経営施策を展開することは 3つの経路を通じ
て個人業績に影響を与えると考えている。第1に，
施策が従業員の健康状態を向上させ，健康状態が
良くなった従業員の仕事を遂行する能力と欲求を
高めた結果，業績が高まるという経路である。す
でに体調面に不調がある従業員の健康管理を行う
ことで健康状態を改善し業績を向上させていくと
いう伝統的なアプローチがこの経路で説明されて
いると考えられる。
第 2に，施策を実施することにより職場全体の
風土や雰囲気を向上させることで，従業員の仕事
遂行能力や欲求が高まり，業績に結びつくという
経路である。健康経営は，単純に個人の健康を維
持・増進するだけでなく，職場の健康状態を増進
することも目的の一つとして位置付けられてい
る。職場内のコミュニケーションを増加させる等
の方法を通じて職場の風土を改善することで，職
場で働く一人一人の業績を高めていくという経路
が想定されている。
第 3に，施策が直接従業員一人一人の仕事の遂
行能力や欲求を高めることで業績を向上させると
いう経路である。例えば従業員のコミュニケー
ションスキルを開発する施策を実施することは，
従業員の健康状態とは関係なく従業員の職務遂行
能力を高める可能性がある。このことは，現状体
調面に不調を感じていない従業員が健康増進施策
に参加することでより意欲的に業務に臨むように

なり，業績を高めていくことも健康経営の効果と
して期待されていることを表している。
これらの先行研究を通じて，健康経営の基本的
な考え方が整理されるようになった。初期の先行
研究の貢献の 1つ目は，健康増進施策と組織風土
の関係に注目したことである。健康増進施策が組
織風土に与える影響を考慮することから，従業員
一人一人を健康にするだけでなく，職場や組織全
体を健康にしていくことが重視されるようになっ
た（Goetzel and Ozminkowski 2000）。個人のみに
焦点を当てた取り組みは，既に体調不良であるこ
とを自覚している従業員や，元々健康に対する意
識が高い従業員に対しては有効であることが多
い。一方，現段階では健康に異常が認められず健
康に対する特別な意識を持っていない従業員の健
康を増進することは難しい。職場や組織全体で健
康増進に取り組み，組織風土を同時に形成してい
くことで，普段から運動や健康的な生活習慣を意
識していない人を巻き込むことに注目するように
なった（Falkenberg 1987 ; von Thiele Schwarz, Has-
son, and Lindfors 2014） 。
2 つ目の貢献は，健康経営がもたらす従業員の
健康増進の成果項目としてより広い範囲を想定す
るようになったことである。米国の健康経営で
は，従業員の健康に関する成果として身体的健康
や精神的健康からなる狭義の健康（health）だけ
でなく，従業員のウェルビーイング 4）全体を高
めることも想定している。そのため健康経営の成
果として健康と共にウェルビーイングが併記され
ている（例えば Goetzel and Ozminkowski 2000）。
またDanna and Griffin（1999） は，マネジメント
の文脈では生理学的・心理学的指標によって病気
の診断を報告されるような場合にのみ限定的に狭
義の健康を用い，より広い概念に対してはウェル
ビーイングを用いることを提言している。これら
の議論を踏まえて本稿では，ウェルビーイングを
健康も包含する，より広い概念として扱ってい
く。
3つ目の貢献は，健康経営を他部門協働で推進
することの重要性が指摘されるようになったこと
である。既に述べたように健康経営は疾病管理に
留まらず，幅広い施策を対象としている。異なる
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部署が独立してこれらの様々な施策を行うこと
は，部分的な目的達成に留まり，健康経営が目指
す従業員のウェルビーイングと組織の生産性の両
立に向けた効果的な取り組みができない場合が多
いことが指摘されている（Rosen 1986）。そのため
健康経営を進める際には，部門横断的な体制を構
築することや取り組みに対して上級管理職による
支援を取り付けることが重要であることが認識さ
れるようになった。

2　心理的健康職場とは

（1）心理的健康職場の成果項目
初期の健康経営の先行研究は，2つの異なる研
究領域の考え方を架橋するコンセプトを提示し
た。しかしながら，健康経営施策が従業員の健康
だけでなく，職場で働く従業員の業績を高めて組
織的成果に結びつくという実証的知見を体系的に
蓄積するには至っていなかった（Goetzel, Guindon, 
Turshen, and Ozminkowski 2001）。そもそも健康
経営施策と組織的成果の関係については検討が始
まったばかりであり，組織的成果を捉える項目や
組織的成果に結びつく従業員の職務態度を測定す
る指標に関する議論が十分に行われていないこと
が，より根本的な課題として挙げられていた
（Falkenberg 1987）。
このような状況を踏まえて，欧米では従業員の
健康と組織的成果の両立をめざすマネジメントに
関する様々な研究が蓄積されるようになった。健
康経営の先行研究の基本的な考え方を引き継ぎつ
つ，実証的な知見を測定していくための項目を示

した研究の 1つが心理的健康職場（Psychological 
Healthy Workplace）の研究である。
Grawitch の一連の研究（Grawitch, Gottschalk, 

and Munz, 2006；Grawitch and Ballard 2016） は，
組織的成果と従業員ウェルビーイングの具体的項
目を提示している。まず組織的成果は，9つの変
数が取り上げられている。具体的には競争優位，
業績（生産性），アブセンティーイズム，離職率，
事故 /負傷率，コスト削減，雇用の際に選択され
る優先度（労働市場における優位性），製品やサー
ビスの品質，顧客サービスや顧客満足度である
（Grawitch and Ballard 2016）。古くから重視されて
きた事故やアブセンティーイズム，離職率に加え
て雇用の際に選択される優先度や製品・サービス
の品質，あるいは顧客サービスといった幅広い項
目が想定されている点に注目する必要がある。ま
た個人の業績や生産性だけでなく，職場レベルの
成果項目により多大な関心が注がれている点にも
注目する必要がある。
次に，従業員のウェルビーイングに含まれる具
体的変数は，以下の 8つである。第 1に身体的健
康，第 2に精神的健康，第 3にストレス，第 4に
モチベーション，第 5にコミットメント，第 6に
職務満足，第 7 にモラール，第 8 に風土である
（Grawitch and Ballard 2016）。先に触れた狭義の健
康だけでなく，モチベーションやコミットメン
ト，職務満足といった仕事意欲や職場に対する態
度に関する変数がウェルビーイングの具体的な変
数として含まれている。また，健康経営で重視さ
れた職場レベルの変数であるモラールや風土も取

図 1　健康経営施策と健康，生産性，利益の関係

アブセンティーイズム

個人業績利益

仕事に対する身体的・
感情的能力

仕事に対する欲求 プレゼンティーイズム

モラール
関係性

組織風土施策
疾病管理
健康増進
EAP

健康リスク
薬物乱用

予防可能な病気

生産性

出所：O'Donnell（2000）
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り上げられている。
（2）心理的健康職場を実現するための実践
心理的健康職場の研究では，健康な職場作りを
推進していくための具体的な取り組みについても
例示している。Grawitch, Gottschalk, and Munz 
（2006）は，以下の 5 つを挙げている。第１に，
健康と安全に関する取り組みである。健康リスク
を評価し，健康的な生活習慣を取り入れるための
サポートをする取り組みが重要である。具体的に
は，心身の健康に関する知識やスキルを伝達する
講習会を開催したり，禁煙を促すイベントの開催
をしたりすることが挙げられる。また，事故が生
じないような安全な職場作りを心掛けたり，職場
における身体活動量を増加させるような遊歩道の
整備やフィットネス設備を設置したりすることも
有効であると考えられている（Grawitch and Bal-
lard  2016）。
第 2に，ワークライフバランスの実現を後押し
する取り組みである。組織が従業員の柔軟な働き
方を認めることも従業員の健康と組織的成果を両
立する方法の1つであると指摘されている（Graw-
itch and Ballard 2016）。例えば在宅勤務制度を取
り入れることは，従業員が通勤に使っていた時間
を仕事に回すことを可能にする。フレックス制を
取り入れることは，スケジュールの柔軟性を高め
て，私生活との両立をしやすくする。このような
取り組みは，従業員のストレスを低減し，モチ
ベーションを向上させることが期待できる。
第 3に，従業員巻き込み型の取り組みである。

具体的には，組織の意思決定に対して従業員を巻
き込む意思決定プロセスを構築することや，仕事
を遂行するプロセスで従業員に大きな自律性を与
えて従業員の自発性を引き出す取り組みが挙げら
れる（Grawitch and Ballard 2016）。組織が抱える
問題について従業員がチームを結成し，問題につ
いての解決案を提供し，実行するという一連のプ
ロセスを通じ組織的成果の向上が見込める。この
取り組みで扱う問題は，必ずしも健康問題に直接
関わる問題とは限らない。しかし職場で従業員が
直面している問題に対して取り組みを行うこと
で，従業員のストレスや負担を減らし，健康状態
をよくする間接的な効果が期待できる。また，こ
のような問題解決プロジェクトに参加すること
で，組織の問題を自分と関連する問題であると感
じるようになったり，従業員が他の従業員とコ
ミュニケーションをとる機会が増加したりするこ
とで，組織に対する愛着を感じるようになること
も期待される。
第 4に，従業員の成長と育成に関わる取り組み
である。従業員を教育し，コンピテンシーを高め
ていくことも従業員の健康と組織的成果の両立に
貢献すると考えられている（Grawitch and Ballard 
2016）。挑戦的な業務に従業員を割り当てること
は，その従業員の能力を高めるだけでなく，仕事
に対する意欲を高めることが期待できる。また社
内でメンタリングやコーチングを受ける機会を提
供することは，従業員の適応を促すことを通じて
モチベーションの向上やストレスを低減すること

図 2　心理的健康職場のパスモデル

身体的健康 コミットメント
精神的健康 職務満足
ストレス モラール
モチベーション 風土

ワークライフバランス

従業員の成長と育成

健康と安全

承認

従業員巻き込み（インボルブメント）

競争優位 コスト削減
業績/生産性 雇用の際に選択される優先度
アブセンティーイズム 製品・サービスの品質
離職率 顧客サービス・満足度
事故／負傷率

健康職場施策

従業員ウェルビーイング

組織的成果

出所：Grawitch, Gottschalk and Munz（2006）を基に一部修正の上筆者作成
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が期待できる。
第 5に，従業員を承認するための取り組みであ
る。従業員の貢献を認め，金銭的・非金銭的報酬
を与えることは従業員の健康と組織的成果にとっ
て重要である。より公式的な要因としては，公正
な報酬制度を設計することが有益である。また卓
越した貢献をした従業員に対しては，特別な表彰
を行うなどの制度も有効であると考えられてい
る。この他，非公式の取り組みとして上司が従業
員に感謝する機会を増やしたり，仕事の区切りに
お祝いしたりすることも有効であるとされてい
る。このような取り組みを通じて，従業員は職場
で自分が重要な存在であると認められていると感
じられるようになるからである（Grawitch and 
Ballard 2016）。
このように心理的健康職場の研究では，健康的
な職場作りを進めるために人材開発，組織開発を
目的とした取り組みが有効であることを指摘して
いる。また，それらの取り組みを健康や安全を推
進する取り組みと組み合わせて用いることも有効
である可能性を指摘している（Grawitch and Bal-
lard  2016）。

Ⅲ　健康経営施策の介入効果

健康経営や心理的健康職場では，風土やモラー
ルなど職場レベルの変数に注目している。その結
果近年では，職場単位で実施された介入研究の効
果が蓄積され始めている。本稿では，従業員巻き
込み型の職場単位の取り組みが従業員の健康と組
織的成果の双方に効果があることを示した 2つの
代表的研究を紹介する。

1　DeJoy, Wilson, Vandenberg, McGrath-Higgins, 
and Griffin-Blake（2010）

DeJoy et al. （2010）は，従業員総数およそ 30
万人，総売上 700 億ドル以上の米国の大手小売業
で実施された介入研究の結果を報告している。11
店舗を介入群，10 店舗を統制群と設定し，介入
前と介入後2年間にわたり12カ月ごとのフォロー
アップ調査を行っている。
介入の内容は，店舗内の様々な部署や階層から

選ばれた 8～ 12 名の従業員問題解決チームを結
成し，店舗の問題を解決するためのアクションプ
ランを作成，実施するというものである。職場の
問題を解決することで，従業員のウェルビーイン
グが高まることが期待されている。問題解決チー
ムは 5つの段階を経てアクションプランを作成し
た。第 1段階は，習熟期間である。参加メンバー
が問題解決チームの目的やプロジェクトのタイム
スケジュールを理解する期間である。第2段階は，
スキルビルディングの期間である。チーム内での
役割分担やグランドルールを決め，週に一度の
ミーティングを実施した。問題解決やコンフリク
トマネジメントのスキルをトレーニングするだけ
でなく，チームのコミュニケーションを良くする
ためのスキルもトレーニングした。第 3段階は，
サーベイ調査をもとに店舗の解決すべき問題に優
先順位をつける段階である。第 4 段階は，アク
ションを起こす期間である。チームの目標や優先
順に沿うようにアクションプランを作り実施し
た。メンバーは，この期間に作成したアクション
プランを店舗のその他の従業員に対してミーティ
ングで説明し，詳しい内容を休憩室に掲示した。
第 5段階は，リアクションである。アクションプ
ランを再評価し，進捗をチェックし，計画全体を
調整・洗練するためにとられるべきステップにつ
いて残りの従業員や他のメンバーとコミュニケー
ションをとった。なお，各段階での取り組みの概
要は，全てのチームで共通である。また全チーム
に対してファシリテーターが支援したが，店舗ご
との特別な取り組みは実施していない。ファシリ
テーターの支援は，チームが形成されるにつれて
徐々に減少するようにし，最終的には，より独立
的に実施されるようになった。
調査の結果は，まず介入群と統制群で共に各種
成果変数が低下する，という事前の予想とは異な
るものであった。このような結果が得られた理由
として，調査対象企業の経営者の交代を含む組織
内部の変化に加えて，2001 年 9 月 11 日に米国で
発生した同時多発テロに端を発する経済状況の悪
化と，競争状況の激化といった外部環境の影響を
挙げている。
次に，より詳しい分析からは，介入が一定の効
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果を与えているという結果が得られた。介入群と
統制群の値を比較した結果，従業員によって知覚
された主観的な健康と安全，離職意図，時間当た
りの生産性の 3項目で，介入群の方が値の下がる
程度がなだらかであるというバッファ効果が統計
的に有意な水準で得られた（DeJoy et al. 2010）。
この調査から，従業員の働く環境が悪化している
状況の中で従業員巻き込み型のプログラムを行う
ことが，その店舗で働く従業員のウェルビーイン
グと組織の生産性に関する成果変数の低下を食い
止める効果を果たすことが示された。

2　von Thiele Schwarz, Hasson, and Lindfors 
（2014）

von Thiele Schwarz, Hasson, and Lindfors 
（2014）は，スウェーデンの大規模な歯科ケア施
設における介入研究の結果を報告している。一連
の取り組みは，従業員による問題解決提案のワー
クショップと，その後組織的に行われた介入研究
の 2 つの段階から構成されている。第 1 段階は
ワークショップである。まず 51 の診療組織を対
象に仕事環境の評価を行い，その結果を踏まえな
がら従業員が仕事環境の改善方法を提案するワー
クショップを行った。歯科で働いている従業員
は，業務時間中，体に負担がかかる姿勢を強いら
れることが多い。そのためワークショップでは，
歯科で働く従業員の身体的負担を軽減するために
勤務時間を削減すること，勤務時間中に運動をす
る時間をとること，といった提案が行われた。
第 2段階では，第 1段階で提案された内容を人
事部が主導した上で介入研究を行った。介入研究
の候補として，以下の 3つの条件を満たしている
職場が候補に挙げられた。（1）前年度が黒字，（2）
メンバーが 25 人以上，（3）職場の管理職と従業
員の大部分が参加に賛成している，である。これ
らの条件を満たした職場のうち，前年度の病欠頻
度が最も多い職場の 3つと少ない職場の 3つの合
計 6つの職場を介入対象として選定した。6つの
職場は，2.5 時間の労働時間を削減する介入を受
ける職場（労働時間削減群）と，労働時間のうち2.5
時間をエクササイズにあてるように求められる職
場（エクササイズ群）と統制群とに分けられた。

調査対象者の中で最も多い職業は歯科衛生士であ
り全体の 48％であった。次に多かったのが歯科
医で 32％であった。
1年間に及ぶ介入の結果，得られた結果は以下
の 3つである。第 1に，従業員の身体活動量が増
加した。統制群を含む全ての職場で身体活動量が
増加したものの，エクササイズ群で最も増加し
た。第 2に，身体活動量の増加が健康の改善につ
ながった。エクササイズ群では，血糖値と上肢障
害の自己評価が改善した。またエクササイズ群と
労働時間削減群では，統制群と比較して体の不調
についての自己評価が改善した。第 3に，生産性
が高まった。全ての群で前年と比べて患者数が増
加した。労働時間を削減したにもかかわらず，前
年以上の患者の診療を行っていることから，時間
当たりに診察した患者数が増加し，生産性が高
まったと解釈されている。また全ての群で病欠も
減少し，病欠に関わるコストも削減された。

Ⅳ　先行研究の貢献と課題

本稿では，健康経営の最新研究として 2つの介
入研究を取り上げた。両者は共に，従業員巻き込
み型の取り組みを実施している点では共通してい
るが，従業員が働く環境という点では対照的であ
る。DeJoy et al. （2010） は，働く職場の状況が悪
化している中でも，健康経営施策を行うことが，
従業員のウェルビーイングや組織的成果の悪化を
ある程度食い止める効果があることを示してい
る。一方 von Thiele Schwarz, Hasson, and Lind-
fors（2014）は，好調な職場で介入を行うことが，
組織的成果と従業員のウェルビーイング双方をさ
らに高める効果があることを示している。健康経
営施策は，このように異なる状況でも，それぞれ
効果を発揮するという結果である。
一方，2つの研究は共に，単に身体活動施策を
行うだけでなく，職場で従業員が直面している問
題について従業員の視点から特定し，解決策を提
案するような巻き込み型のプロセスを含んだ 2段
階の取り組みを行っている。従業員巻き込み型の
取り組みと職場の健康に関わる取り組みを組み合
わせて行うことが有益であることを示す結果とい



No. 682/May 2017 11

論　文　「健康経営」とは何か

える。
しかしながら，健康経営を進める上で十分に解
決されていない課題もある。本稿では，今後わが
国の企業で健康経営を推進していく上で明らかに
されるべき課題について 2点指摘する。第 1に，
健康経営施策に参加する従業員を増加させ，活動
を持続させるための動機づけ戦略の問題である。
先行研究で調査に参加した従業員は，組織で働く
従業員の一部に過ぎない。また自発的に参加した
従業員が，元々健康への意識の高い従業員である
可能性もある。健康経営を進め，組織への影響を
増大させていくためには，従業員の健康に対する
意識を高めると同時に，健康経営施策に対する認
知を高めることで，多くの従業員に参加してもら
う必要がある。また Scherrer et al. （2008）は，
健康経営施策に自主的に参加した従業員でさえ，
プロジェクト期間中にモチベーションが低下して
いくことを指摘している。今後は，健康増進に対
する従業員のモチベーションを喚起し，維持する
ための取り組みとその効果についても検討してい
く必要があるだろう。
第 2に，組織における健康経営施策の位置づけ
や運営体制が施策の効果に与える影響について依
然として十分に検討できていない。先行研究は健
康増進活動に関する施策を制定するために経営
トップのリーダーシップが重要であることを指摘
してきた（Tetrick and Peiró 2016）。しかし，たと
えトップの主導で単発の施策が実施されても，そ
のような取り組みが組織のミッションや価値に基
づいて位置付けられ上で，健康管理室や人事，経
営企画などの関連部署の連携を通じて実施されな
い限り成功には至らないことも指摘されている
（Grawitch and Ballard 2016）。経営陣の支援が健康
経営施策の効果に与える影響に加え，それらを効
果的に進める健康経営施策の運営体制の形成プロ
セスを明らかにする研究も今後求められるだろう。

Ⅴ　お わ り に

本稿では，海外の健康経営の先行研究の動向を
整理し，近年の介入研究の効果を明らかにした。
健康経営は，企業の医療費負担の増加を契機に注

目されるようになった考え方であった。そのた
め，健康増進を投資対効果に注目しながら実施
し，医療費の削減をすることは，重要な目的の 1
つであった。一方で先行研究は，従業員の健康だ
けを高める取り組みではないことを強調してき
た。健康経営は，職場や組織全体を活性化してい
くことや，従業員の健康そのものを狭義の健康の
範囲に留めず，より広いウェルビーイングの範囲
で捉える必要があることを指摘していた。また近
年の研究からは，従業員の問題意識を活用した巻
き込み型の健康増進施策が有望であることが指摘
された。
わが国で健康経営が注目されるようになってか
らまだ日が浅く，科学的な知見に基づいた研究蓄
積はまだまだ乏しい。健康経営を一時期の流行に
終わらせるのではなく継続的な取り組みとして企
業経営に取り込むためにも，欧米の先行研究を基
に概念の特徴や狙いを正しく理解し，わが国に適
した形で取り入れられていくことを期待したい。

 1）「健康経営」®は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録
商標である。

 2）プレゼンティーイズムの定義については，伝統的な組織論
の文献と近年の医療系の文献で異なることが指摘されてい
る。詳しくは Johns（2010）を参照のこと。

 3）近年のメタ分析では，職場の健康増進施策に関する支出 1
ドル当たり，医療費が 3.27 ドル，アブセンティーイズム関
連の支出が 2.73 ドルの効果があることが指摘されるように
なってきた（Baicker, Cutler, and Song 2010）。このように
近年では，医療費やアブセンティーイズムコストに対する健
康増進施策の費用対効果のエビデンスが蓄積されるように
なってきている。

 4）ウェルビーイングは幅広い概念である。近年のウェルビー
イング研究では，主観的ウェルビーイングと心理的ウェル
ビーイングという 2つの異なるパースペクティブに基づいた
概念定義が行われ，それぞれの定義に基づいた尺度が開発さ
れている。また近年では，仕事に関わる肯定的な側面のウェ
ルビーイングの 1つとしてワークエンゲージメントへの注目
が集まっている（Sonnentag 2015）。一方，日本でもワーク
エンゲージメントに注目したメンタルヘルス対策の重要性が
指摘され始めている（島津 2015）。健康経営や心理的健康職
場の先行研究では，仕事に関わるウェルビーイングを捉える
変数として，伝統的に組織論で用いられてきた様々な変数を
挙げている。
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