２０１９年３月２５日

「みんなの健活プロジェクト」における企業・団体向けの取組みについて
～企業・団体の健康経営®の課題を解決する商品・サービスの提供～
（注 1）
明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、
「みんなの健活プロジェクト」
における重要な柱として、２０１９年４月から順次、「企業・団体向け健康情報活用商品・
サービス」の提供を開始します。
これまでの企業・団体向け生命保険は、従業員等が病気になったとき、万一のときの「保
障」を提供するものでした。「企業・団体向け健康情報活用商品・サービス」では、「保障」
に加え、新たに「健康増進の取組みをサポートする機能」という価値を提供いたします。
企業・団体のみなさまの健康と、一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりをずっと支え
たいという考えのもと、明治安田生命は「みんなの健活プロジェクト」の推進を通じて、大
企業、中小企業から官公庁まで幅広く、健康増進に前向きに取り組む企業・団体を応援して
まいります。

福利厚⽣の新たな価値を提供する“企業・団体向け健康情報活⽤商品・サービス”
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取組みの背景

近年、医療費・健康保険料の上昇、働き手不足や就業者の平均年齢の上昇に伴い、企業が
従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む「健康経営®」への関心が高ま
っています。
企業・団体の健康経営®も、人の健康づくりと同様、健康を「知る」「つくる」「続ける」
の３つのステップで、幅広くかつ継続的に取り組むことで実現するものと考えます。
福利厚生制度の支援を通じ、企業・団体に寄り添い、長いお付き合いができる生命保険会
社だからこそ、健康経営®のためにできることがあると考え、当社は「企業・団体向け健康
情報活用商品・サービス」を開発しました。
福利厚生制度として多くの企業・団体に採用いただいている保障制度に、新たに「健康増
進の取組みをサポートする機能」を加え、企業・団体の健康増進に向けた継続的な取組みを
応援してまいります。
健康経営®の実現に向けた３つのステップ

（注 1）プロジェクトの概要については、以下リリース参照
・2018 年 3 月 6 日リリース「新たな健康増進プロジェクトの始動について」
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2017/pdf/20180306_02.pdf
・2018 年 9 月 25 日リリース「
『みんなの健活プロジェクト』の具体的取組みについて」
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/release/2018/pdf/20180925_01.pdf
（注 2）健康経営®は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標
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「企業・団体向け健康情報活用商品・サービス」の概要

（１）各種健康増進サービスの提供（注 3）
健康経営®の実践に向けた課題は、企業・団体ごとの状況や取組み度合いに応じてさま
ざまです。企業・団体のニーズに応じて選択いただけるよう、健康経営®をサポートする
有益なサービスを取り揃えております。
健康経営®に積極的な企業・団体はもちろんのこと、
「取組みを始めたい」
「取組みはま
だこれから」という企業・団体まで幅広く、課題の把握から従業員等への継続的な働き
かけの仕組みまで、健康増進に向けた体制づくりをトータルでサポートします。
企業・団体の多様なニーズに応えられるよう、サービスラインナップは今後も順次拡
充してまいります。
健康増進サービスのラインナップ
課題解決をサポートするサービス

企業・団体の取組み度合いと課題

取組みを
実施中

・従業員の意欲を⾼めたい
・⾼リスク者に限定せず、
全員参加で取り組みたい
・より効率的に運営したい

健活レポート・健活分析レポート
（健康情報活⽤商品）

受診勧奨ツール作成サービス
・課題を把握したい
・改善計画を⽴てたい
・継続的な枠組みを構築したい

健診代⾏サービス
健康イベント⽀援
レセプト分析サービス・
コンサルティングサービス

・健康経営®がなぜ必要なのか
を知りたい
・健康経営®についての情報や
成功事例を知りたい

健康増進セミナー
健康経営情報誌のお届け

（注 3）各サービスは、提携事業者とも連携しながら提供。提携事業者の概要は参考参照
（注 4）独自のアドバイスエンジンを備えた健康増進アプリ「カラダかわるＮａｖｉ」を提供。食事の
カロリー自動計算やＡＩを活用した会話形式のアドバイスなどにより、健康管理をサポート
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健診結果デ

健康増進サポートプログラム（注 4）

（２）「健康サポート・キャッシュバック特約」の発売
福利厚生制度として企業・団体に採用いただいている当社の特定疾病保障保険や医療
保険等に付加できる「健康サポート・キャッシュバック特約」（注 5）を発売します。
本特約のご加入者には、毎年の健康診断結果に基づくランクに応じて、最大で保険料
１ヵ月分相当をキャッシュバック（注 6）します。加えて、健康増進に役立つ情報や、将来
の疾病等のリスク予測を掲載した「健活レポート」を提供します。
また、企業・団体には、ご提出いただいた従業員等の健康診断結果に基づくランクの
分布や経年推移等を分析した「健活分析レポート」を提供します。
なお、企業・団体向け生命保険で、ご加入者の健康診断結果に基づきキャッシュバッ
クをお支払いし、健康診断結果を活用したレポートをご加入者、企業・団体に無償提供
する商品は「業界初」となります（当社調べ）。
「健康サポート・キャッシュバック」の仕組み
・加⼊後の健康診断の結果を項⽬（ＢＭＩ・⾎圧・尿検査・⾎液検査）ごとに、ビッグデータに基づき設定した
当社所定の判定基準によりポイント化し、その合計ポイントに応じて３つのランク（①〜③）を判定します
・ランク①の場合は保険料の１ヵ⽉分相当、ランク②の場合は保険料の 0.5 ヵ⽉分相当をお⽀払いします
＜毎年のキャッシュバック⾦額イメージ（⽉払の場合）＞
キャッシュバック
⽉額保険料の
0.5 ヵ⽉分相当
（a×0.5）

キャッシュバック
⽉額保険料
(a)

⽉額保険料
相当
(a×1)

ランク①

ランク②

お⽀払い例）無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）1 年満期・⽉払

キャッシュバック
なし

ランク③
40 歳男性の場合

（注 5）
「健康サポート・キャッシュバック特約」を付加できる商品、主な取扱条件は下表を参照
以下の保険種類のうち１年満期契約（※1）
・無配当特定疾病保障定期保険（Ⅱ型）
（※2）
・無配当医療保険
付加できる保険種類・契約
・無配当定期保険（Ⅱ型）
（※1）上記商品の取り扱いには、従業員規模など一定の要件あり
（※2）「７大疾病保障特約」および「がん・上皮内新生物保障特約」も対象
被保険者の範囲
被保険者の年齢範囲

団体の所属員本人およびその配偶者（※3）
（※3）配偶者は、団体が希望し、かつ団体が所属員本人と同様に健康診断結
果の管理等が可能な場合
契約年齢範囲：１５歳～６５歳

継続最高年齢：７１歳

（注 6）キャッシュバックは、企業・団体あてに送金（ご加入者へは、企業・団体から送金）
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ご加⼊者向け「健活レポート」のイメージ
・ランク判定結果、関連する各種付加価値情報を提供します
・健診結果に対する関⼼の喚起と健康増進への取組みの意欲向上につなげます
今回の健診結果

疾病リスク予測

健康アドバイス

健診結果履歴

ランク判定結果やキャッ
シュバック⾦額をご確認
いただけます

同性・同年齢の平均と
⽐較した場合の将来の
疾病や⼊院等のリスク
をご確認いただけます

健康状態の改善や健
康増進に役⽴つ情報
をご提供します

過去３年間の健診主
要項⽬の結果や、そ
れに基づくランク判定
結果の推移をご確認
いただけます

企業・団体向け「健活分析レポート」のイメージ
・ランク判定結果や健診結果に関する各種情報を、年代や性別、事業所ごとに分析して提供します
・従業員等の健康に関する課題等の把握に活⽤することができます
同業他社等との⽐較

ランク判定結果
従業員等のランク判定結果の分布やキャッシュバック
⾦額等をご確認いただけます

同業他社とのランク判定結果や健康リスク等の⽐較
をご確認いただけます
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（３）企業・団体専用ポータルサイトの提供
「企業・団体向け健康情報活用商品・サービス」の展開にあわせて、
「企業・団体」
－「従業員等」－「当社」をつなぐポータルサイト（注 7）を、２０１９年１０月から
提供します。（注 8・9）
健康経営®や働き方改革、ＩＣＴの普及など経営環境が変化するなか、企業・団体の福
利厚生制度の運営効率化に貢献したいと考え、本ポータルサイトを開発しました。
従業員等は、パソコンやスマートフォンなどからサイトにアクセスし、「健活レポー
ト」や保険加入状況の確認などさまざまなサービスを利用できます。また、保険契約に
かかわる企業・団体の事務手続きの大幅な削減にも貢献します。
生命保険会社が企業・団体専用のＷｅｂサイトを通じ、従業員等に加入手続きからア
フターフォロー、健康増進などの各種サービスを一体的に提供する取組みは「業界初」
となります（当社調べ）。
企業・団体専⽤ポータルサイトのイメージ

（注 7）ポータルサイトは、任意加入型商品をご契約いただいている企業・団体向けのサービスです
（注 8）ポータルサイトの各種コンテンツは、2019 年 10 月以降順次展開します
（注 9）コンテンツのうち、「加入・変更のお手続き」は 2016 年 1 月から先行展開中です。2019 年 4 月に
新機能「かんたん保障診断」を追加し、インターフェースを刷新します

以
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上

参考

健康増進サービスの提携事業者の概要
・受診勧奨ツール作成サービス、レセプト分析サービス・コンサルティングサービス
企業名

株式会社ＪＭＤＣ

所在地

東京都港区芝大門二丁目 5 番 5 号 住友芝大門ビル 12 階

設立

2002 年 1 月 31 日

代表

代表取締役社長兼ＣＥＯ

松島 陽介

・健康増進サポートプログラム
企業名

株式会社リンクアンドコミュニケーション

所在地

東京都新宿区神楽坂三丁目 2 番地神楽坂 K ビル 4 階

設立

2002 年 7 月 25 日

代表

代表取締役社長

渡辺 敏成

・健診代行サービス
企業名

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア

所在地

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 JOB HUB SQUARE 9 階

設立

1990 年 11 月 2 日

代表

代表取締役社長

鈴木 雅子

・健診結果データ化サービス
企業名

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

所在地

東京都港区港南二丁目 16 番 6 号

設立

1968 年 2 月 1 日

代表

代表取締役社長

坂田 正弘

・健康増進セミナー
企業名

一般財団法人明治安田健康開発財団

所在地

東京都新宿区西新宿一丁目 8 番 3 号

設立

2016 年 12 月 1 日

代表

理事長

中熊 一仁

・健康イベント支援
企業名

株式会社ＪＴＢ

所在地

東京都品川区東品川二丁目 3 番 11 号

設立

1963 年 11 月 12 日

代表

代表取締役社長

髙橋 広行
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