
組織を動かす健康年齢 のご提案



弊社サービスのコンセプト
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健康課題の抽出⇒介入⇒検証 までを総合的にサポート

Do Check Act

●データベース構築

●分析ツール（健助）

●健康課題分析

●データヘルス対応

●コラボヘルスサポート

事業所別レポートなど

●各種通知サービス

● ICTサービス

●各ソリューション検証

●各種保健事業を健診と

レセプトに結び付けた

効果検証

●総合的なサポート
による全体運用
＜定例会の実施＞

Plan



保険者の取引実績（2019年10月現在）
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十分な実績から適切な取り組みをサポートします
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内、愛知県内：36組合
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月間取り扱いデータ量（万人）
内、愛知県内保険者分：約140万人



データベース環境
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各種データを一元管理し、分析・集計から保健事業までを紐づけた対応が可能

適用台帳データ
マッチングルールを定義し確実に本人が保証される
データだけを構築しています。過去から現在までの
加入喪失履歴をデータ構築することで、自由な時間
軸で分析や個人の追跡が可能となります。

レセプトデータ
設立以来蓄積してきた傷病マスタによって傷病方言
や表記ゆれを標準化傷病に紐付け、ICD10コードに
対応したデータ構築を行っています。日々、新しく
出現する傷病表現に対しても専任の標準化チームに
よってマスタ化を行い、時代の流れに則した分析を
可能としています。

健診データ
分析精度を保つためエラー値を自動検知してデータ
構築処理を行っており法定報告用データに留まらず
自由な形式の健診データを構築可能です。

データベース



保健事業支援から見えてくる課題
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200を超える健康保険組合様の保健事業を支援するなかで、
下記の課題に対するアプローチとして『健康年齢モデル』を開発

指標化

・健診結果から健康度を評価
し、わかりやすく「見える化」

・保健事業の事業評価

ありがちな例

・悪い健診結果でも危機感
が薄く、改善行動につなが
らない

・運動しても効果が実感で
きず、長続きしない

課題

行動変容を促すモチベー
ションが不足

健康保険組合の課題 健康年齢モデルの期待効果

改善インセンティブ

・根拠に基づくインセンティブ
付与の基準となる合理的指
標

さらなる健康年齢の可能性

事業主向け
・ 健康経営
・ 事業所間比較

自治体向け
・ 医療費抑制
・ 健康寿命延伸

医療機関向け
・ リスク者早期受診促進
・ 健診受診促進

一般企業向け
・ 健康関連サービス創出



健康年齢とは
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160万人のビッグデータから統計的に判定

健康年齢はご自身の健康状態を分かりやすく理解するための指標です。

健康診断の結果を使い、あなたのカラダは何歳相当なのかを統計的に判定します。

この統計モデルは160万人分の健診データと医療費をもとに開発された信頼性の

高いモデルであり、健康診断や人間ドックの結果通知や生命保険の料率計算など、

様々な場面で利用されています。

健康年齢とは



健康年齢の活用方法
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ヘルスリテラシーの向上に、健康年齢の指標を用います

組織の健康状態を数値化できるので、目標値の設定や進捗管理など

事業主におけるKPIとしても使いやすい。

健康年齢の改善幅から予測医療費の削減幅もわかるため、取り組みの

費用対効果が算出可能になる。

発展形として、医療費削減額による個人インセンティブも可能に。

■目標値をブレークダウンしながら設定する例

医療費の
削減額

事業所全体

健康年齢の
改善幅

事業所全体

健康年齢の
改善幅

各部門

健康年齢の
改善幅

各個人

健診結果をわかりやすく見える化し、興味関心を引く
健康度を年齢の指標に置き換えることによって、

個人・事業所間で健康に対する興味関心を引くことが可能です。

管理指標(KPI)として使いやすい

経済性についての判断材料を提供できる



健康年齢算出の例
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健康年齢は、実年齢・性別と、一般的な健康診断結果を使用して算出

項目 例１ 例２ 例３

実年齢 ５０歳

性別 男性

体格 ＢＭＩ（身長・体重） ２８．４ ２３．７ １８．０

血圧 血圧（上） １４５ １３０ １１０

血圧（下） ９２ ９０ ７０

代謝 中性脂肪 １７３ １３０ １００

ＨＤＬコレステロール ４６ ５５ ５５

ＬＤＬコレステロール １１６ １１０ １００

ＨｂＡ１ｃ
（又は空腹時血糖）

６．２ ５．９ ５．１

肝機能 ＡＳＴ（ＧＯＴ） ５８ ２１ ２０

ＡＬＴ（ＧＰＴ） １０９ ２３ ２２

γーＧＴＰ １１０ ３７ ３６

尿 尿糖 （―） （―） （―）

尿淡白 （―） （―） （―）

健康年齢 59.8歳 50.0歳 42.5歳

健診
１２項目

基本情報



医療費予測
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健康年齢は、翌年の年間医療費も予測します

健康年齢

予測医療費

48.0歳56.1歳

121,950円186,565円

52歳・男性 53歳・男性実年齢・性別

33.9 (肥満) 28.5BMI

6.3% (高め) 5.5%血糖 (HbA1c NGSP)

127 118血圧 (収縮期)

・・・ ・・・他、9項目

太めの
Aさん Bさん

実年齢 -5.0歳実年齢 +4.1歳健康年齢と実年齢の差

健診結果
(12項目)

健康年齢
と

予測医療費

160万人の
ビッグデータ

で計算



健康年齢通知（参考：共同事業対象外）
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3年分の健康年齢と同世代との健診値比較および、項目ごとの経年変化を掲載



健康年齢事業所レポートのイメージ（事業所用）
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A4両面に表やグラフを用いた分かりやすいコンテンツを掲載



健康年齢事業所レポートのイメージ（事業所用）
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事業所ごとの実年齢平均と
健康年齢平均の「差」を算出し、

健保全体の値と比較

円グラフの構成割合は内側に健保全体、
外側に事業所の割合を表示

健保全体のリスク者割合(ピンク階層)
と事業所の構成割合を比較

実年齢平均と健康年齢平均の「差」で
ランキングを作成し、

健保内での立ち位置を確認する



健康年齢事業所レポートのイメージ（事業所用）
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健診リスクではJMDC契約の
「他健保」データと、

「健保全体」「事業所」を比較

問診レーダーチャートでは、
問診回答良好者の割合を表示

従業員の行動特性を把握

健診リスクと問診レーダーチャート
を関連付けて健康課題を理解する

例)
・BMIと運動習慣
・γ-GTと飲酒頻度



健康年齢事業所レポートのイメージ（健保全体用）
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健康保険組合様全体の状況をまとめた冊子を作成



健康年齢事業所レポートのイメージ（健保全体用）
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事業所レポート作成に用いた
各健診・問診項目の、

年代別傾向が分かるグラフを作成

棒グラフでは男女別に、
リスク別の構成割合を表示

JMDC契約「他健保」データ
と比較可能

折れ線グラフでは、40代以降
の年代別リスク者割合を表示

「他健保」データと比較し
男女別に課題となる年代を把握



【健康年齢活用フロー】
①事業所ランキングで事業主に気づきを与える
②健康年齢を改善させる為の具体的な施策を提案及び目標設定
③事業所ごとの課題に沿った保健事業の実施
④実施効果

事 業 主 ：ランキング上昇⇒健康経営実現
健康保険組合 ：健康増進⇒医療費削減

目標設定および事業評価
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健康年齢を活用する事で、定量的な目標設定ができ、
健康年齢が若返ることで、医療費の削減効果が予測できます

現在 目標 差

社員数 76名 76名 ー

平均健康年齢 50.77歳 49.77歳 －1.0歳

1人あたりモデル医療費 ¥142,464 ¥135,084 ¥－7,380

事業所モデル医療費 ¥10,827,264 ¥10,266,384 ¥－560,880

全社で-
0.5歳

改善しよ
う！

部門Bは-0.8
歳

部門Aは-0.2歳



当レポートご活用組合様の声（2018年度ご活用事例）
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事業所様とのコラボヘルス促進にお役立ていただいております

Q1 当レポート採用の
経緯（目的）

Q2 活用シーン Q3 事業所の反応（効果） 補足

A健康保険組合様
・健康年齢の活用
・共同事業の有効活用

・理事会・組合会
・健康管理委員会

・ホワイト500の取得に活用
・その他（組合会での会話）

B健康保険組合様 ・コラボヘルス推進
・理事会・組合会
・健康管理委員会

・その他（健康宣言増加）

加入事業所の職制が様々
なため、ランキングで横
並びにするには配慮が必
要

C健康保険組合様
・健康年齢の活用
・共同事業の有効活用

・事業所訪問時 ・具体的な動きはない

D健康保険組合様
・コラボヘルス推進
・健康年齢の活用

・理事会・組合会
・事業所訪問時

・健康経営の取り組みが進んだ
・改善に向けた取り組みが進んだ

一部事業所については経
営陣へのインパクトが強
く、運動習慣促進など
様々な取り組みへとつな
がった



価格表
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健診件数（本人家族含む） 通常価格 愛知連合会特別値引き 値引き後価格

500名～1,000名未満 200,000円 50,000円 150,000円

1,000名～2,000名未満 300,000円 50,000円 250,000円

2,000名～5,000名未満 400,000円 100,000円 300,000円

5,000名～10,000名未満 500,000円 100,000円 400,000円

10,000名～50,000名未満 600,000円 100,000円 500,000円

50,000名以上 700,000円 100,000円 600,000円

※健康年齢データ算出および健康年齢レポート作成
※500名未満については、統計上レポート化が困難であるため、

別途ご相談させていただきます。



ttsukagoshi@jmdc.co.jp

03-5733-5013

塚越 琢真


