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明るい社会保障改革推進議員連盟 提言 

～ウィズ・コロナ／ポスト・コロナ時代における「百年健幸」に向けて～ 

 

令和３年５月２７日 

 

 

当議連では、人生 100 年時代の安心の基盤は「健康」であるとの考えのもと、全

ての国民が健康に活躍できる「百年健幸」の国づくりを目指し、三方良し（個人の

健康、社会保障制度の持続可能性、成長産業の育成）の「明るい社会保障改革」を

推進してきた。 

新型コロナウイルス感染症の蔓延が長期化する中で、外出控え等の生活様式の変

化による新たな健康課題が懸念され、また、コロナ禍に効率的・効果的に対応する

ためにも医療・健康分野におけるデジタル化の推進の必要性が再認識されている。 

そのような中、昨年 11 月から本年 4 月にかけて８回の会合を開催し、健康・医

療に関するデータの効果的な利用の促進、プログラム医療機器や新しいテクノロジ

ーを活用した福祉用具の可能性、コロナ禍で様々な世代で生じている生活様式の変

化による心身の新たな健康課題への対応、特定健診・特定保健指導の見直しなどの

テーマについてポスト・コロナも見据えた検討を行ってきた。 

この検討を通じて、ウィズ・コロナ／ポスト・コロナ時代における「百年健幸」

の国づくりの課題として、①データヘルスの更なる推進、②デジタルヘルス製品の

社会実装の推進、③コロナ禍で顕在化した孤独や孤立、メンタルヘルスやフレイル

（虚弱）への対応、④エビデンスに基づく予防・健康づくりの更なる推進等の必要

性が指摘された。 

こうした検討結果を踏まえ、今後、国としてさらに取り組むべき課題を下記の通

り整理する。これらを進めることで、産業界、医療界、保険者、国・地方公共団体

など関係者が参画した予防・健康づくりの取り組みが地方をはじめ全国に一層広が

ることが期待される。 
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１．データヘルスの更なる推進 

（１）オンライン資格確認等システムの機能整備と利活用促進 

＜マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進＞ 

〇コロナ禍で再認識された社会全体のデジタル化の必要性を踏まえ、マイナンバーカ

ード（令和２年度末時点での交付枚数は約 3,590 万枚まで増加）の活用を拡大して

いくことが重要である。一人ひとりの健康・医療情報に自身のマイナンバーカード

でアクセスできる仕組み（オンライン資格確認等システム）については個人が安心

して適切に利用できるようにするため、保険者が管理する加入者情報においてマイ

ナンバーの誤りが生じないよう、システムによるチェック機能を設ける。 

 

＜マイナンバーカードを活用した PHRの推進＞ 

○ データヘルス改革の一環として、個人の生涯にわたる健康・医療情報であるＰＨ

Ｒ（パーソナル・ヘルス・レコード）の利活用の環境整備が進展しており、政府が

「民間ＰＨＲ事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を取りまと

め、民間事業者が PHR サービスを提供するための個人情報保護や情報セキュリテ

ィ等についてのルールが整備されたところである。個人がマイナンバーカードの

仕組みを活用して、ＰＨＲ事業者のアプリ等に格納・利活用できる自身の健康情

報については、既に提供されている乳幼児健診や予防接種履歴に加え、本年 10 月

からは特定健診（いわゆる「メタボ健診」）や薬剤情報の提供を着実に実施する。

また、今年度においては、この基本的指針に基づくＰＨＲサービスの普及を拡大

させつつ、更に、利用者へのエビデンスに基づくレコメンデーション（推奨）のあ

り方や情報フォーマットの標準化等の論点を含む、より高い水準のＰＨＲサービ

ス提供を目指した事業者ガイドラインや、その普及を確保するための仕組み（PHR

事業者団体や第三者認証制度等）の検討を進める。 

 

＜オンライン資格確認等システムの高度化（健康・医療情報の保険者への集約等）＞ 

○ PHR サービス等を活用して国民の生涯に渡る予防・健康づくりを支援するために

は、健康保険加入者の健康状態に関する長期的なデータが一元的に管理されるこ

とが重要である。このため、自治体検診情報について、保険者に集約できるよう、

①検診情報のデータ互換性の確立、②健康保険の被保険者番号を鍵とした紐付け

を行う。また、予防接種履歴についても、保険者に集約できるよう、健康保険の被

保険者番号を鍵とした紐付けを行う。 
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○健診・検診については、乳幼児健診、学校健診、事業主健診、自治体検診、特定健

診、高齢者健診など実施主体が異なる様々な健診・検診が行われているが、データ

様式が統一されておらず、個々人がその結果のデータを生涯を通じて活用するため

の支障になりかねない。こうしたことから、データ様式の違いで検診・検診情報の

円滑な利活用が阻害されることがないよう、データ様式を統一する等の対応を行う。 

○ 今後、長期的な管理が必要であり、様々な医療機関で情報を共有しながら診療を

行う必要がある疾病については、罹患している患者の検査値や状態をオンライン

資格確認等システムへ格納する。 

○ また、保険者からオンライン資格確認等システムへ登録される加入者一人ひとり

の各種健康・医療情報（被保険者番号の履歴など資格情報も含む）については、永

久保存とする。 

 

（２）エビデンスに基づく医療政策立案の基盤となる NDBの充実 

＜地域情報、所得情報、医療機関情報等とのリンク＞ 

〇エビデンスに基づく医療政策を立案するためには、国民全体の保険診療情報等を悉

皆的に格納しているＮＤＢ（レセプト情報・特定健診等情報データベース）の有効

活用を推進することが重要である。NDB を使って研究する研究者に対して、個人

特定はされない前提で、①地域、②所得階層、③医療機関、④薬局の属性に関する

分析が行えるようにする。具体的には、患者の居住地の郵便番号を格納されるレセ

プト情報に付記し、所得階層情報（まずは高額療養費の自己負担限度額に係る適用

区分）を格納されるレセプト情報へ付記する。さらに、調査に対して医療機関コー

ド・薬局コードの提供を認める。また、医師コードの付与の可能性について検討を

行う。 

 

＜ＮＤＢの研究利用の利便性向上＞ 

○ NDB を使って研究する研究者の利便性を考慮し、提供申出から提供までに要する

時間を極力短くするよう NDB の改修を行う。また、COVID-19 や医療扶助、難病

などの実態について研究・分析できるようにするため、NDB を使って研究する研

究者に対して、公費レコードも提供する。 

○ 研究者がより迅速に NDB データを研究・分析できる環境を実現するため、パブリ

ッククラウドで操作できる医療介護連結解析基盤を国で構築する。 
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＜死亡情報等とのリンクの検討＞ 

○健康・医療政策上重要となるアウトカム（例えば死亡情報）についてのエビデンス

構築を促進する観点から、他の制度に基づく様々なデータベースと NDB を連結し

て解析できる法的・技術的な環境整備を行うこと。特に、現時点で取扱いについて

法的根拠がなく、技術的な環境が整っていない死亡情報についての課題整理や、死

亡票の研究者への提供方法について速やかに検討し、結論を得る。 

 

 

２．デジタルヘルス製品の社会実装の推進 

（１）プログラム医療機器の実用化を促進 

＜ＰＭＤＡの審査部門の新設等によるプログラム医療機器の承認審査の充実強化＞ 

○ 昨年、ニコチン依存症を対象とした治療用アプリについて国内初の保険適用が認

められ、プログラム医療機器の実用化の拡大が期待されている。こうした中で、

スマートフォンのアプリやウェアラブル端末を活用したプログラム医療機器の実

用化を促進するため、本年、DASH for SaMD（プログラム医療機器実用化促進パ

ッケージ戦略）の検討が開始され、その一部として、ＰＭＤＡ（独立行政法人医薬

品医療機器総合機構）に一元的相談窓口の設置や審査部門の新設のほか、厚生労

働省の体制強化等が開始された。今後、プログラム医療機器の萌芽的シーズの早

期把握と審査の考え方の公表、プログラム医療機器の特性を踏まえた審査制度の

検討を進め、このような新たな取り組みに十分な予算と体制を確保する。 

 

＜薬機法に該当するか否かのポイントと事例の収集・公表＞ 

○ 近年、世界的に単体でのプログラム医療機器や、健康管理に活用されるアプリ等

の非医療機器の開発・実用化が進展している。こうした機器の開発を我が国におい

て円滑に促進するため、薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律）に該当するか否かを明確化するポイントの整理と事例の収

集・公表を行っており、これを引き続き強化していく必要がある。また、厚生労働

省内の関係部署で実施された相談内容が部署間で共有される仕組みについても検

討する。 

 

＜プログラム医療機器の開発を加速化するデジタルヘルスケア法の検討＞ 

○ドイツでは、2019 年のデジタルヘルスケア法制定により、安全性・データセキュ



5 

 

リティ等が担保された治療用アプリについて、薬事承認し、その機器のデータ収集

期間において公的保険で仮償還しながら臨床評価を行い、一定期間後の再評価で本

償還する制度が存在する。我が国においても、こうした先進的な制度を参考にしつ

つ、プログラム医療機器開発・社会実装の加速化に向け、リアルワールドデータの

活用を促し、開発企業の予見可能性を向上するための制度を検討する。 

 

（２）生活習慣改善・健康機器（仮称）等の実用化を促進 

＜ＡＭＥＤ等の公的機関による診療ガイドラインへの反映の支援＞ 

○ 米国における調査では、患者が身につけているウェアラブルデバイスから取得し

た健康データに一定の臨床的価値を認めている医師が多い。アプリやウェアラブ

ル端末等を予防・健康づくりに活用していく上では、医師がその価値を認められ

るようなエビデンス（生活習慣改善の効果等）を構築していくことが大きな課題

である。医療機器に該当しないアプリが関連医学会でエビデンスが確認されて診

療ガイドラインに記載されたケースも踏まえ、このように生活習慣改善・健康づ

くりに役立つ機器（生活習慣改善・健康機器（仮称））やサービスの実用化・社会

実装を促進するため、大規模実証事業等の成果に係るデータベースの運営や診療

ガイドラインへの反映の支援を令和４年度からＡＭＥＤ（国立研究開発法人日本

医療研究開発機構）等の公的機関で開始し、持続的に行う。 

 

（３）テクノロジーを活用した福祉用具の活用促進 

＜介護保険の対象となる福祉用具の認定制度の予見可能性向上＞ 

○ 介護保険の対象となる福祉用具については、2000 年の介護保険制度の創設以降、

新たに追加された種目は 1 種類のみであり、更なる種目の追加に向けて、予見可

能性を高める取組が進められており、今後、テクノロジーの変化を踏まえた取組

や、審議をオープンにする取組を引き続き推進する。新たな福祉用具を対象に含

める評価検討の際に、必要とされる情報を明確化するとともに、福祉用具事業者

等がより効果的な提案を行うためのエビデンスを用意しやすくするよう、協力で

きる機関についての情報提供や利用しながらエビデンスを取る方策への相談助言

などを行う。また、在宅介護の重要性が増している事を踏まえ、介護保険におけ

る福祉用具の貸与・販売の割合を増やす。それに際して、より効果的な製品を追

加するため、福祉用具の利用状況の検証も行う。 
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３．コロナ禍で顕在化した健康課題への対応 

（１）社会的処方による孤独・孤立対策 

＜社会的処方のモデル事業を拡充することによる孤独・孤立対策＞ 

○ 慢性疾患の治療を行う上で、薬を処方したり生活習慣のアドバイスをするだけで

なく、治療を困難としている社会生活上の課題の解決に向けて「社会とのつなが

り（相談や支援のサービスなど）を処方する」という考え方が重要である。こうし

た考えに基づく「社会的処方」の取組については、孤独・孤立対策としても極めて

重要である。例えば、英国政府は、2018 年に孤独担当大臣を設置し、「社会的処

方」の取組を 2023 年までに全国で導入するための支援を政府が行う方針を打ち

出している。具体的には、地域により様々な社会的処方のスキームが存在するが、

多くの場合、一般家庭医が必要に応じて患者をリンクワーカー（Link Worker）と

繋ぎ、リンクワーカーが当該患者に相談や支援のサービスなどのつながる場を紹

介する。 

○ 英国の事例も参考としながら、地域共生社会の実現に向けた多様なケアの主体の

「連携」理念が深化している現状を踏まえ、こうした取組と医療機関が社会的処

方の理念を通じて連携を深めることで、効果的な孤独・孤立対策につなげる。そ

のため、社会的処方のモデル事業については、令和 3 年度から実施する全国 7 カ

所での取組状況をモニターするとともに、これを全国へ広げ、孤立・孤独対策に

も資する取組に発展させていく。その上で、令和 4 年度予算要求においては、全

国 7 カ所の取組の継続の他、その他の地域でも実施ができるよう拡充する。これ

らの結果を踏まえ、保険者努力支援制度の評価項目として位置付けることについ

ても検討する。 

 

（２）メンタルヘルス対策 

＜大規模実証におけるメンタルヘルス対策のエビデンス構築と利活用促進＞ 

○ コロナ禍においてメンタルヘルス不調が増加することが懸念されているところ、

職域において、ストレスチェックの実施や健康経営の取組などにより対応してい

くことが一層重要になっている。こうした状況を踏まえ、令和３年度から、メン

タルヘルスの向上のための介入手法についての実証事業を開始し、エビデンスの

構築に取り組む。この際、積極的にアプリの活用を促進する。この結果を順次、保

険者インセンティブ制度や健康経営優良法人認定制度や成果連動型民間委託であ
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るＰＦＳ（Pay For Success）や、その一手法であり外部出資を募るＳＩＢ（Social 

Impact Bond）などの予防・健康づくり政策に反映する。 

 

（３）フレイル対策 

＜コロナ禍におけるフレイルの実態把握と新たなフレイル予防の実証＞ 

○ コロナ禍での外出自粛やテレワーク普及によって、様々な年齢層において身体活

動量が低下している。特に、高齢者においては、外出自粛によりメンタルヘルス

の不調に筋力低下等が加わった、いわゆるフレイル（虚弱）状態の増加が懸念さ

れている。コロナ禍におけるフレイル予防として、まずその実態把握に取り組む

とともに、対面での通いの場にとらわれない新しい社会参加や世代間交流の場等

を構築する事業や、その事業の効果検証に取り組む。 

 

 

４．エビデンスに基づく予防・健康づくりの更なる推進 

（１）大規模実証事業の着実な実施 

＜大規模実証事業の予算確保＞ 

○ 予防・健康づくりに係る政策は、エビデンスに基づいて推進することが重要であ

る。この考えに基づき、厚生労働省・経済産業省が共同で令和２年度から予防・健

康づくりのエビデンス構築のための大規模実証事業として、糖尿病性腎症重症化

予防、歯周病予防、認知症の予防・共生などの１１プロジェクトにおいて介入を

含めた事業を実施している。令和３年度においては、新しく２つのプロジェクト

を追加した１３事業を着実に進める。また、この大規模実証事業の継続に必要と

なる予算については、令和４年度予算要求においても十分な額を確保する。 

 

＜効果的な介入手法のポジティブ・リストを整理＞ 

○ 大規模実証事業の実施と並行して、有識者会議での議論を踏まえ、海外事例を含

めた既存調査の分析を進め、日本において実現可能な効果的な介入手法について

のポジティブ・リストを整理する。 

 

＜保険者インセンティブや健康経営、ＰＦＳ/ＳＩＢの取組等に反映＞ 

○ 今年度以降、同リストを踏まえて整理された事項や、大規模実証事業を通じて新

たに確認された事項については、順次、保険者インセンティブ制度や健康経営優
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良法人認定制度等の予防・健康づくり政策に反映していく。なお、地方自治体に

おいて、国保加入者を含めた住民の予防・健康づくり施策として、成果連動型民

間委託であるＰＦＳ（Pay For Success）や、その一手法であり外部出資を募るＳ

ＩＢ（Social Impact Bond）を活用した取り組みが進展しており、こうした先行事

例からの学びを踏まえつつ、同リストや大規模実証の成果もＰＦＳ／ＳＩＢの推

進に活用していく。また、地方自治体におけるこれらの取り組みを後押しするた

め、地方財政措置を講じることを検討する。 

 

（２） 特定健診・特定保健指導の見直し 

＜エビデンスに基づく健診項目の見直しとアウトカム重視の保健指導への転換＞ 

○ 保険者に対して加入者の毎年一回の健診実施を義務づけている特定健診について

は、2008 年度から開始され、毎年約 2,900 万人が受診し、それに基づく特定保健

指導は約 100 万人以上が受ける、我が国の健康政策の中で最も重要な制度の一つ

になっているが、健康改善への効果は十分検証されていないと指摘されている。

このため、特定健診の健診項目については、健診後の効果的な介入に結びつくよ

う健康増進効果に関するエビデンスに基づいた見直しを行う。この際、有効性の

エビデンスが確認されているがん検診を特定健診の項目とすることなどを含め、

我が国の検診制度の全般的な見直しを行う。 

○ また、特定保健指導については、一人ひとりの加入者の健診結果におけるリスク

に応じた対応となるよう見直しを行うこと。その際、医療の専門家が対応すべき

健康リスクを明確にし、効果的かつ効率的なハイリスクアプローチを検討すると

ともに、軽度の健康リスクについては、職場環境改善等の職域での取組や地域の

予防・健康づくりの取組も活用し、ポピュレーションアプローチも含めた一人ひ

とりの加入者の行動変容を促すようこれまでの仕組みを大胆に見直す。併せて、

プロセスとして評価している 180 ポイントを廃止し、参加した者の行動変容につ

ながり、成果が出たことを評価する方向へ見直しを行う。 

 

（３）健康経営の推進 

＜健康経営度調査の評価結果を偏差値で公表＞ 

○ 2014 年度に開始された健康経営の顕彰制度は、年々拡大し、大規模法人・中小規

模法人の合計で約 9,700 法人が健康経営優良法人の認定を受けるまで浸透してき

ており、質（上場企業の取組の情報発信）と量（中小企業の取組の更なる拡大）の
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両面において更なる発展が期待される。 

○ 健康経営に取り組む企業への資本市場や労働市場等のステークホルダーからの評

価を促進する観点から、ホワイト 500 認定企業の健康経営度調査回答の一部を経

済産業省のホームページで公開する（取組の評価結果が偏差値で分かるフィード

バックシート等）とともに、健康経営の業務パフォーマンスに与える効果等につ

いての企業からの情報発信を促す。 

 

＜ＥＳＧ投資の判断等にも使われる日本発の国際的な指標の策定＞ 

○ さらに、健康経営を、ＥＳＧ投資（Social のＳ）の判断等にも使われる日本発の

国際的な指標とすべく、現在、ＩＳＯの高齢化社会に関する TC（技術委員会）に

おいて、個人の健康増進を地域社会・組織の価値と捉えて健康経営を実現してい

くための指針を我が国から規格企画提案しており、サステナブル・ファイナンス

に関する TC（技術委員会）との連携を図るとともに、関連する国際会議等での日

本の情報発信を行っていく。 

 

＜健康経営に向けたインセンティブ措置の拡大＞ 

○ 健康経営優良法人制度の中小規模法人部門について、昨年度はブライト 500 を創

設したこと等により、コロナ禍にも関わらず 1.5 倍増の約 9,400 件の申請があっ

た。健康経営に取り組む中小企業を更に拡大するため、地方自治体や金融機関等

が提供する様々なインセンティブ措置（認定企業への公共事業入札での加算措置

等）を拡大すべく、普及啓発を行う。 

 

以上 
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