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開示すべきC O I関係にある企業などはありません。



1. 従業員の高齢化への対応

2. 快適職場の推進

3. 感染症対策としてのNCD対策

4. ヘルスリテラシーの向上

2022年度 感染症対策オンラインセミナー

※BCP（Business Continuity Planning）
自然災害、パンデミックなどの社会的な緊急事態
における企業等の事業継続計画）



人口減少

定年延長➜高齢化

GDP減少

労働生産性減少

高齢化
労働生産
人口減少

人財不足
人手不足倒産
M&Aの増加
海外労働者の増加

有所見者増加
医療費の増加
労働災害増加
社会保障危機

企業を取り巻く環境

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ COVID-19 ?

経済的危機 ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ 自然災害 紛争 ・・・企 業

日本のこれから
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健康・医療新産業協議会 第3回健康投資WG 令和3年7月19日 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/003_02_00.pdf

2021 経済産業省

感染症予防対策 ⑬従業員の感染症予防に向けた取り組み



健康・医療新産業協議会 第3回健康投資WG 令和3年7月19日 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/003_02_00.pdf

2021 経済産業省

感染症予防対策 ⑫従業員の感染症予防に向けた取り組み
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生活習慣病

労働環境病

生活環境病

社会環境病

個 人

地方行政・首長

国 家

企業・経営者

Ⓒ OKADA K. NPO.KKK

危険因子 相対危険

CKD 6.83

高血圧 6.61

脂質異常症 4.04

痛 風 3.93

2021 npj Digital Medicine

【出典】Hossein Estiri, et al. npj Digital Medicine(2021)4:15 https://doi.org/10.1038/s41746-021-00383-x

新型コロナウイルス感染症後
の死亡の46の危険因子

パンデミック

生活習慣病から労働環境病へ



精神障害の労災補償請求の推移
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精神障害 脳・心臓疾患

請

求

件

数

平成10年～自殺者数3万人以上～平成23年 （14年間）

平成27年12月1日～
ストレスチェック制度

フィンランド自殺予防国家戦略：1990年の自殺死亡率が30.4/人口10万人であったが、2002年には21.1/人口10万人となり約30％減少を達成した。
“国家プロジェクト”として自殺対策に取り組んだことにより、結果として自殺に対する偏見を減少させ、自殺とその防止の意識が強化された。
［2010年自殺対策白書より］

2021 厚生労働省

©OKADA.K. NPOKKK
「過労死等の労災補償状況」（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19299.html
ほか）厚生労働省より岡田作図https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19299.html ほか



脳・心臓疾患の労災補償状況

労働基準局補償課 職業病認定対策室 令和3年6月23日（水） https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/000796021.pdf

2021 厚生労働省



うつ病の原因遺伝子の発見

－ヒトヘルペスウイルス 6(HHV-6)の潜伏感染はストレス応答を

亢進させることで、うつ病のリスクを著しく上昇させる－

東京慈恵会医科大学・ウイルス学講座・近藤一博
【出典】https://jikeivirus.jp/wp-content/uploads/2020/06/2b5442c6724af0b997f15463558a52c9.pdf

疲労と SITH-1(うつ病の原因遺伝子) の発現

SITH-１（Small protein encoded by the Intermediate stage Transcript of HHV-6-1）

東京慈恵会医科大学 ウイルス学講座ホームページより https://jikeivirus.jp/

東京慈恵会医科大学 ウイルス学講座

この資料の掲載については、東京慈恵医科大学ウイルス学講座教授近藤一博先生のご承諾をいただきました。。厚く御礼申し上げます。
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働き方の変容＝感染症対策

感染症対策としての新しい働き方

テレワーク

・在宅勤務

・サテライトオフイス勤務

・モバイル勤務

市中感染から従業員を守る

Work-Life Balance

働き方の変容

働き方改革 ＝ 労働生産性向上対策 ＝ 感染症対策

©OKADA.K. NPOKKK



空気の質

サーマルへルス

湿 気

ほこりと害虫

換 気

照明と景観

騒 音

水 質

安心と安全

VOC(揮発性有機化合物）

火災、不審者の侵入、等

建物内における健康の決定要因を調査した結果

2020 ヘルシービルディングの9つの基礎 HEALTHY BUILDNGS How Indoor Spaces Drive Performance and  Productivity

出典：ジョセフ・G・アレン著、坊垣和明監修『変化に適応するヘルシービルディング術』（パンローリング）2021

本図の掲載につきましては、東京都市大学名誉教授坊垣和明先生、出版社のご承諾をいただきました。厚く御礼申し上げます。
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感染症対策と非感染性疾患対策

感 染 ⇨ 発 症 ⇨ 重症化 ⇨

職場環境対策（快適職場、環境管理）⇨働き方の変容

健康管理対策（健康診断、生活習慣病対策、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ）

健 康 教 育（ﾍﾙｽﾘﾃﾗｼｰ向上＝労働衛生教育）

⇨⇨⇨ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｨｰｽﾞﾑ ⇨⇨⇨ ｱﾌﾞｾﾝﾃｨｰｽﾞﾑ ⇨⇨⇨労働生産性

職場の対応

Syndemic

©OKADA.K. NPOKKK



（2022年３月版）新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識

厚生労働省 令和4年3月11日 https://www.mhlw.go.jp/content/000788485.pdf

2022 厚生労働省

加齢と生活習慣病
重
症
化
予
防
対
策



COVID-19=Pandemic or Syndemic

Syndemic
(synergistic epidemic)

・感染経路の遮断（感染者の隔離、ロックダウン、など）

＋

・がん、高血圧、糖尿病、肥満

⇨高い感染率 感染症以外の疾病対策

・貧困、人種的マイノリティ

⇨高い感染率 社会的・経済的不平等対策

Pandemic
世界的大流行

・感染経路の遮断（感染者の隔離、ロックダウン、など）
-対象となる感染症にフォーカスを当てた対策
・ワクチン接種、治療薬の開発

Synergy(相乗的）＋Pandemic(世界的大流行） 【複数の条件で ＋大流行がさらに拡大する】

©OKADA.K. NPOKKK

職域接種

ワクチン補助

健康投資

Pandemic & Syndemic

非
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新型コロナウイルス感染症の流行により、あなたのお勤め先
で実施した対策をすべてお答えください。(いくつでも）

2022 企業の感染症対策及びBCPに関する調査 Q7

COVID-19により実施した対策

① オンライン会議システム 92.7％

② テレワーク 87.8％

③ 時差出勤 73.7％

■調査方法：インターネット調査

■調査対象：日経ID会員

■対象者条件：課長クラス以上、経営者・役員 従業員数50人以上

■調査期間：2022/3/17～2022/3/22

■有効回答者数：902

■調査主体日本経済新聞社(委託先：日経リサーチ）

「企業の感染症対策及びBCPに関する調査」調査結果報告書 日本経済新聞社 2022年4月



あなたのお勤め先では新型コロナウイルス感染症の対応策として、どのよ
うな取組を行っていますか。該当するものをすべてお答えください。(いくつでも)

2022 企業の感染症対策及びBCPに関する調査 Q8

COVID-19の対応策

① 感染症に関する情報提供や予防のための従業員教育 78.8％

② 事業場において感染症予防環境の整備 77.5％

③ 予防接種を受ける際の出勤認定 73.7％

「企業の感染症対策及びBCPに関する調査」調査結果報告書 日本経済新聞社 2022年4月



あなたのお勤め先で新型コロナウイルス感染症以外の感染症に
ついて、取組を行っている感染症をお答えください。(いくつでも)

2022 企業の感染症対策及びBCPに関する調査 Q10

COVID-19以外の感染症

① インフルエンザ 76.3％

② 海外出張時の風土病 18.2％

③ 麻しん・風しん 4.5％

「企業の感染症対策及びBCPに関する調査」調査結果報告書 日本経済新聞社 2022年4月



あなたのお勤め先では新型コロナウイルス感染症以外の感染症
（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、麻しん・風疹等）対策としてどのような取組を行てい

ますか。該当するものをすべてお答えください。（いくつでも）

2022 企業の感染症対策及びBCPに関する調査 Q11

COVID-19以外の感染症対策としての取組み

① 個人で予防接種を受ける際の費用の補助 55.3％

② 感染症に関する情報提供や予防のための従業員教育 46.8％

③ 職域接種の実施 33.5％

「企業の感染症対策及びBCPに関する調査」調査結果報告書 日本経済新聞社 2022年4月



あなたのお勤め先では新型コロナウイルス感染症以外の感染症(ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ、麻しん・風しん等)対策として、今後どのような取組を行って

いきたいですか。該当するものをすべてお答えください。

2022 企業の感染症対策及びBCPに関する調査 Q12

COVID-19以外の感染症対策としての取組

① 感染症に関する情報提供や予防のための従業員教育 42.2％

② 個人で予防接種を受ける際の費用補助 32.3％

③ 予防接種を受ける際の出勤認定 24.4％

「企業の感染症対策及びBCPに関する調査」調査結果報告書 日本経済新聞社 2022年4月
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Volatility

激 動

環境が目まぐるしく変化

突発的に発生する問題

Uncertainty

不確実性

長続きしない現況

予測できない

Complexity

複雑性

複雑に絡んだ問題

想定外問題

Ambiguity

曖昧性

決め手のない解決

既成概念からの離脱

国際経済、社会情勢、企業環境など国際、国内、企業ならびに個人を取り巻く環境の流動性、複雑性、不確実性
（一方を確実にすると他方が確定できなくなる）によって、将来の予測が極めて困難な時代の到来を示す４つの要因

©OKADA.K. NPOKKK



企業における感染症予防対策(例)

国内労働者対策

インフルエンザ 予防接種 職域接種、接種料企業負担等

食中毒 衛生点検

ノロウイルス 手洗い消毒薬

医療職の抗体検査と
ﾜｸﾁﾝ接種

肝炎ｳｲﾙｽ
肝炎対策の協力について（基発第0621007号、平成14年6月21日）
https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000itel-att/2r9852000000itq3.pdf

給食従業員の検便
労働安全衛生規則
第47条

責任者は、調理従事者等に定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を受けさせること。
検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。 また、必要に応じ１０月から３月
にはノロウイルスの検査を含めることが望ましいこと。「大量調理施設衛生管理マニュア
ル」 （平成9年3月24日付衛食第85号別添)最終改正：平成28年7月1日付生食発0701
第5号）https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000139151.pdf

海外派遣労働者対策

海外派遣労働者の健康診断
労働安全衛生規則
第45条の2

医師が必要と判断した時に実施しなければならない項目
・B型肝炎ウイルス抗体検査

予防接種 破傷風など 派遣する国に発生している感染症に対応

企業における感染症予防対策

改正高年齢者雇用安定法により定年65歳までの雇用確保(義務)、70歳までの就業確保(努力義務)が事業者に課せられた(令和3年4月より)

65歳からの「肺炎球菌ワクチン」【B類疾病-一部公費負担】についての周知啓発

健康投資の一つとして、従業員の
予防接種代を企業が負担



風しんの第5期の予防接種が定期接種に

予防接種法施行令の一部改正(平成31年2月1日)
風しんの追加対策として、第5期(昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性
を対象とした予防接種）を定期接種として実施

【対象者】
これまで予防接種法に基づく定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に
比べて低い、1962（昭和37）年4月2日～1979（昭和54）年4月1日生まれの男性を対象

【実施期間】
平成31(2019)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで

【実施場所】
全国の受託医療機関

2020 厚生労働省

予防接種法に基づく「定期接種」ワクチン

A類疾病（誰もが受けるべき予防接種‐公費接種）

・ｼﾞﾌﾃﾘｱ ・百日せき ・破傷風 ・急性灰白髄炎（ﾎﾟﾘｵ）

・B型肝炎 ・Hib感染症 ・小児の肺炎球菌感染症

・結核（BCG） ・麻しん ・風しん

・水痘 ・日本脳炎 ・ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ（HPV）感染症※

・ﾛﾀｳｲﾙｽ
※ なお現在、ヒトパピローマウイルス（HPV）感染症の予防接種は、個別勧奨していないが、定期
接種として接種を受けることは可能。

B類疾病（費用の一部に公費負担がある場合がある）

・季節性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ・高齢者の肺炎球菌感染症

実施期間の延長 令和7年3月31日まで
「昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しんの抗体検査及び予防接種法第５条第１項の
規定に基づく風しんの第５期の定期接種の実施に向けた手引き(第４版)」
2022 年2月16日改正 厚生労働省健康局 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000927414.pdf



https://www.who.int/health-topics/infodemic/the-covid-19-infodemic#tab=tab_1

フェイクニュースと同調圧力

2022年4月３日アクセス

Infodemic

Infodemic

正確な知識とその対応



「肥満の人がコロナウイルスに感染すると、重症化しやすいという

説」があります。このことをご存じですか。

1403 2586 3143 2268

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

よく知っている 知っている 聞いたことはある 全く知らない

2022 ノボノルディスクファーマ

出典： ノボノルディスクファーマ株式会社『47都道府県対象 肥満と肥満症に関する意識実態調査』2022年1月12日 許諾を得て引用



国別のヘルスリテラシーの平均点
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聖路加国際大学 看護情報学 教授 中山 和弘 先生のご提供 https://www.healthliteracy.jp/kenkou/japan.html

国別のヘルスリテラシーの比較



ﾍﾙｽﾘﾃﾗｼｰ「難しい」と回答する割合
ヘルスリテラシーの全質問項目での「難しい」の割合（％）-日本とEU・オランダの比較

項 目 日本 EU ｵﾗﾝﾀﾞ

気になる病気の症状に関する情報を見つけるのは 46.1 22.8 7.5

医師から言われたことを理解するのは 44.0 15.3 8.9

医師から得た情報がどのように自分に当てはまるかを判断するのは 46.7 18.0   10.0

ストレスや抑うつなどの心の健康問題への対処方法に関する情報を見つけるのは 52.9 33.5     22.0

喫煙、運動不足、お酒の飲み過ぎなどの生活習慣が健康に悪いと理解するのは 15.9 10.3 1.8

運動、健康食品、栄養などの健康的な活動に関する情報を見つけるのは 29.9 14.3 2.8

健康改善のための意思決定をするのは 50.7 21.7     21.1

聖路加国際大学 看護情報学 教授 中山 和弘 先生のご提供 https://www.healthliteracy.jp/kenkou/japan.html

ヘルスリテラシー
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「人という資源を資本化し、企業が成長することで、社会の発展に寄与すること」

⇧
VUCAへの対応

⇧
社会との共創

⇧
企業価値創造

⇧
人財と企業成長

⇧
従業員と企業

ⒸOKADA K. NPO.KKK

特定非営利活動法人健康経営研究会

https://kenkokeiei.jp/whats


