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オムロンの健康経営

〈オムロン健康経営宣言〉

代表取締役社長 CEO

山田 義仁
YOSHIHITO YAMADA※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

オムロンでは、イノベーションを生み出し、新たな社会的課題を解決していくには、

多様な人財が、活力に満ち溢れ、ポテンシャルを発揮することが重要であると考えています。

これを実現するためには、社員の健康が最も重要な要素であると捉え、

2017年７月に「健康経営宣言」を制定し、健康経営を全社で推進しています。

私たちオムロンは、世に先駆けたチャレンジによる、
新たなソーシャルニーズの創造を目指します。
そのためには、オムロンで働く社員全員の健康が経営の基
盤と考え、皆が豊かで充実した生活を送れる環境をオムロ
ン一体となって作り上げていきます。
そして、笑顔と活力にあふれる健康的な職場を創造し続け
ることで、イノベーションを起こし、様々な社会的課題の
解決に取り組んでいきます。

オムロン健康経営宣言は2017年7月に制定されました
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

《 健康経営は人財戦略のひとつ 》

多様な人財が活発に意見を交わし、連結
することで新たな化学反応を起こし、楽し
みながらイノベーションを創造する「人」
「組織」「風土」「環境」を強化します。

働きがい、生きがいのある生活の実現

心（メンタル）と身体（フィジカル）の両面が健康で、
いきいきと人生を楽しむ。

人財戦略

人財戦略とは

健康経営

MENTAL
目的ややりがいを
持った状態

PHYSICAL
身体的な不安がなく
過ごせる状態

《 健康経営活動方針軸 》

前向きなチャレンジを促進する環境の
中で、仕事にやりがいや楽しさを感じ
ることができている

イノベーションを起こす
人と組織をつくる

健康に配慮した生活を心がけることで、
仕事だけでなく趣味なども積極的に
楽しんでいる

心身が健康で、社員が自分の人生を
楽しんでいる状態をつくる

健康を維持向上することで、将来に
わたって活躍できる可能性が広がり、
充実した人生が送れる

オムロンを卒業しても社会で
活躍し続ける社員でいっぱいにする

オムロンが目指す「イノベーショ
ンを創造する人財戦略」の基盤
となるのが、まさに社員一人ひと
りの「健康」です。
健康であることが毎日の活力に
なり、家族の幸せ、社会の幸せに
つながります。
オムロンが目指す「健康経営」は、将来にわたる健康リスクの軽減を目
指し、健康づくりを推進していく全社的な取り組みです。

https://sustainability.omron.com/jp/rights/health/健康経営について詳しくは

■健康経営戦略マップ
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

オムロングループでは、従業員の健康への取り組みをサステナビリティ重要課題の一つとして設定しています。具体的な取り組みは、
執行会議で承認された年度目標や計画に基づいて進めており、内容や進捗状況の報告に基づいて、取締役会が監視・監督を行っています。

*Boost5：仕事における集中力や豊かな人生に直結する要素として「運動、睡眠、メンタルヘルス、食事、タバコ」の5項目を選定し、それらの要素において社員の集中力向上にフォーカスした取り組み

オムロングループ

「従業員の健康」を
サステナビリティ重要課題として
位置付け、経営が監視監督

取締役会

執行会議

事務局・統括部門

統括産業医

産業保健師等

国内事業所
総括安全衛生管理者 オムロングループの健康基盤構築

健康経営を考える
ワーキング
グループ

具体的施策の検討

設
置

健康管理事業
推進委員会

オムロングループ・
労働組合・健保組合が
協働で健康経営を促進

労働組合 健保組合

従業員と家族の
生涯健康の実現

組合会

理事会

データヘルス計画の推進
コラボヘルスの促進

愛称：Boost5*
プロジェクト

実行計画の
検討・進捗確認

議
決

参
画

監
督報

告

議
案
上
程統括責任者・グローバル人財総務本部長

各ビジネスカンパニー・
本部統括責任者

国内グループ会社
統括責任者

参画 参画

《 組織体制 》

安全衛生戦略会議



発行元：オムロン株式会社・オムロン健康保険組合 4

基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

《 「Boost5」はオムロン共通の健康ものさし 》

健康経営「Boost5」の取り組みを知っている社員の割合

2018年７月 2019年７月

《 健康経営「Boost5」の浸透 》
（％）100

90

80

70

60

0

週２回以上の運動習慣

一日平均睡眠時間
６時間以上８時間未満

メンタルタフネス度
偏差値55以上

タバコを吸わない
or やめた

BMI18.5以上25未満
BMI=体重kg÷（身長m×身長m）

健康づくりを応援する５つの指標

疾病予防や改善にとどまらず、職場で集中力を発揮
するとともに、私生活も存分に楽しむ豊かな人生に直
結する要素として、重点テーマ5項目を選定しています。
健康診断やストレスチェック等から情報を取得し各
項目の達成度を把握。今後の施策に活用しています。
結果は、毎年「オムロン健康白書」で報告しています。

「Boost5」の取り組みは、5つの指標を一つでも多く
達成できる社員が増えるよう、浸透を狙ったイベントと、
特別意識をしなくても健康行動に結びつく環境整備の
両面で進めています。
その結果、健康経営について知っている社員は、着
実に上昇し、グループ全社で約9割に達しました。

健 康 づ く り を 加 速 す る
オム ロ ン グ ル ー プ 健 康 経 営

Your Health boosts Our OMRON

2020年７月 2021年７月 〈Boost5アンケート結果より〉

89.2%84.8%83.2%
72.8%
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

〈Boost5アンケート結果より〉

健康

パフォーマンスが高い 低い

生活習慣病予備軍 生活習慣病

26.6％ 48.5％ 25.0％

24.1％ 51.4％ 24.5％

20.2％ 50.8％ 29.0％

13.2％ 50.1％ 36.7％

7.3％ 51.4％ 41.3％

４個達成

３個達成

２個達成

１個達成

０個達成

91.3％

67.1％

59.2％

47.2％

49.6％

42.5％

５個達成

４個達成

３個達成

２個達成

１個達成

０個達成

① Boost5達成項目と健康状態の関係

② Boost5達成状況とパフォーマンスの関係

「Boost5」の取り組み

※メンタルヘルスを除く４項目でアンケートを実施

〈健診およびBoost5アンケート結果より〉

３個以上の達成を目指していて、
達成項目が多いほど
良好な健康状態だとわかる

達成項目数が多いほど、
パフォーマンスが高い

※パフォーマンスの測定は、WHO-HPQ (World Health O rganization Health 
and Work Performance Q uestionnaire) による

Boost5全項目達成者には
「Boost5マイスター」として表彰し、
５つ星のピンバッジを贈呈
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

2021年度 注力テーマ「メンタルヘルス」

イベントは、5～7月の期間に、様々なセルフケアの中から24テーマを取り上げ、
計48回開催しました。毎回、ライブ配信にて看護職と参加者全員が繋がり、
ストレスへの効果的な対処法について一緒にチャレンジしました。

今年度のストレスチェックからストレスとうまく付き合うことができている人は、高メン
タルタフネス・高パフォーマンス傾向であることがわかりました。

ストレス対処の実践度別に、メンタルタフネス度やパフォーマンスの状態を分析

精神的なストレスとうまく付き合うことができていますか？

今年度のBoost5 注力テーマ 『メンタルヘルス』に関するグループ全社の施策として、
社内の看護職によるオンラインイベントを実施し、延べ3,375名の社員が参加しました。

メンタルヘルスとセルフケアの関連
実践オンラインイベント［全48回］

30

40

50

60（偏差値）

3

4

5

6

7

8（点）

いつも
できていない

あまり
できていない

だいたい
できている

いつも
できている

59.3 メンタルタフネス度 偏差値

パフォーマンス（0～10点）の平均値7.4

51.4
6.8

43.2

5.9

35.8

4.8

※画像はイベントの一部です

※パフォーマンスの測定は、WHO-HPQ (World Health O rganization Health and Work Performance Q uestionnaire) による
〈ストレスチェックおよびBoost5アンケート結果より〉
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基本方針 コラボヘルス これまでの歩みとこれから振り返り 今後の計画

「メンタルヘルス」の定量目標を変更
5つの指標を「Boost5」として設定し、すべての社員が健康的なライフスタイルを一つでも多く獲得できるように取り組んできました。

その中で「メンタルヘルス」の評価基準について、自分で振り返りができる内容に変更します。

週２回以上の運動習慣 一日平均睡眠時間
６時間以上８時間未満

精神的なストレスとうまく
付き合うことができている

タバコを吸わない
or やめた

BMI18.5以上25未満
BMI=体重kg÷（身長m×身長m）

健康づくりを応援する５つの指標

社員のパフォーマンスアップをライフスタイルから提案

目標の変更

自分で振り返りができるような
評価指標への見直しが

必要であることがわかりました。
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

〈Boost5アンケート結果より〉

2022年度 注力テーマ「食事」

「食事」の目標指標は「BMI※18.5～25未満（普通体重）」です
が、年々BMI25以上の肥満者の割合が、グループ全社で増加
していることがわかりました。とくに2020年は、コロナ禍で在宅
勤務が進んだことや外出自粛によるライフスタイルの変化な
どから肥満者が急増し、その後も増加傾向が持続しています。

※BMIは、世界共通の肥満度を表す指標で、疫学上、病気になる確率が最も
低いのがBMI=22です。BMIが25を超えると脂質異常症や糖尿病、高血圧な
どの生活習慣病リスクが2倍以上になることがわかっています。

肥満者（BMI 25以上）の割合

データ検証

Boost5の取り組みを分析したところ、 「食事」の達成割合は減少傾向にあることがわかりました。
そこで2022年度は、食生活の改善に注力するとともに、健康によい行動を維持・改善できるような施策を展開します。

「在宅太り」の解消へ「在宅太り」の傾向

0

31

30

29

32

（％）33

29.6%

2018年

29.2%

2017年 2019年 2020年 2021年

30.1%

31.7% 32.1%

アクション要因の分析

テレワークや外出自粛による
活動量や運動不足

運動不足

withコロナに伴う
様々なストレスによる過食傾向

ストレスフルな状況

在宅時間が長くなることで食べすぎや
飲みすぎによる摂取カロリー過多

食生活の乱れ

生活リズムの夜型化や
睡眠不足による食欲増大

生活リズムの変化や睡眠不足

オンラインイベントの
開催

各拠点ごとに
施策を展開

会社と健保組合の
共同事業の推進
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

《 コラボヘルス 》

定期健康診断同時「がん検診」 卒煙サポート 重症化予防
「健康ハイリスク者重症化予防事業」

健康経営につながる健康保険組合の活動

会社の定期健康診断と同時にがん検診を
実施することで、受診者の増加にもつな
がっています。

2020年4月より就業時間内全社禁煙がス
タート。喫煙者で今からでも卒煙したい人
向けに支援を実施しています。

卒煙することで
医療費は

約10万円減少する
分析結果！

循環器病（脳血管疾患・心疾患）・代謝疾
患（高血圧・糖尿病等）を治療中で、効果
が低い社員を対象とし、イベント発生防止
と健康増進を目的に実施。かかりつけ医、
主治医の先生と連携を図りながら、モニタ
リング機器を利用し、健康づくりの個別
指導を6カ月間行っています。
厚生労働省コンソーシアム事業として採択
され、6健保共同の厚生労働省補助事業
「成果連動型民間委託契約」として実施
しています。

「禁煙セラピー」（マンガ）

0

20

40

60

80

（％）100

■ １人あたりの医療費 (オムロン健保調べ)
■ がん検診受診率（2020年度）
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84.4％ 90.482.1％ 82.0％
92.8％

26.7％

自力で卒煙

オンライン禁煙外来 一部補助医師指導・服薬

腫瘍（新生物）
291,973円

182,309円

1～2年禁煙 3～5年禁煙

代謝性疾患

循環器

呼吸器

消化器

歯科

その他

（￥）300,000

がん対策推進優良企業として
表彰されました

200,000

100,000

0

モニタリング機器（PREVENT社より貸出）

歩数
脈拍
睡眠

塩分摂取量
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

《 コラボヘルス 》 《 コロナ禍での運動不足への対応 》

特定保健指導の効果底上げ
「ちょこやせキャンペーン」 健康ポイント

健康経営につながる健康保険組合の活動

定期健診結果で特定保健指導に該当した
社員を対象に、特定保健指導への流入
防止と効果UPを目指して、週1回の体重
測定と登録を8週間実施し、効果検証し
ました。計測により自分の生活習慣を意
識し見直すことができ、全体で平均3％の
体重減少につながりました。

コロナ禍でも生活の質を変えずに過ご
せるように、2020年春から実施している
「健保版おうちチャレンジ」。今年は
Boost5注力項目「メンタルヘルス」と
「運動」に特化することで、健康経営の
推進に貢献しています。

家族向け 運動・食事
オンラインセミナー

ご家族の健康増進、ヘルスリテラシー
ＵＰ、家族健診受診への動機づけとし
て、「40歳以上の扶養家族」をメイン
ターゲットに、RIZAPオンライントレー
ニングセミナーを実施。コロナ禍の運動
不足の解消に貢献しています。
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

2021年度トピックス
TOPIC 2TOPIC 1

スポーツエールカンパニー認定健康経営銘柄に4年連続で選定

オムロンおよびオムロンヘルスケアは、スポーツ
庁より「スポーツエールカンパニー2022」に認定
されました。ウォーキングイベントの開催、始業
前体操の実施、外部講師によるトレーニングセ
ミナー等、運動機会の増進による運動習慣の定
着を図っており、これらの継続的な取り組みが
評価されました。長期化するコロナ禍においては、
社内の看護職がオンラインによる実践型セルフ
ケアイベントを開催し、ストレス対処法として
運動を促進する取り組みも展開しました。

オムロンは、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康
経営銘柄」に4年連続で選定されました。経営理念・方針、組織体制、
制度・施策実行、評価・改善すべての項目で高い評価を頂きました。
また、経済産業省が健康経営に取り組む法人を顕彰する制度にお
いて、オムロンをはじめとするグループ5社が「健康経営優良法人
2022」に認定されました。なかでも優良な大規模法人の上位500社
が選ばれる「ホワイト500」に、オムロンおよびオムロン ヘルスケアは
6年連続、オムロン エキスパートリンクは2年連続、オムロン ソーシ
アルソリューションズは初めての認定を受けました。そして中小規模
法人部門では、オムロン太陽が2年連続で認定されました。

TOPIC 3

職域ワクチン接種の取り組み

自治体の新型コロナワクチン接種に関する地
域の負担を軽減し、接種の加速化を図っていく
ことを目的とした職域ワクチン接種を、2021年6月
21日から実施しました。オムロングループとして、
コロナ禍という未曽有の事態に対する社会貢
献と国内グループ社員の安心と安全をいち早く
確保するために、8つのエリア（2ケ所は自前拠
点）の会場においてワクチン接種を実施。総勢
7,854名の社員およびオムロングループ関係者が
ワクチン接種を受けました。
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから

健康経営の歩み
オムロングループ健康経営は、まもなく6年目を迎えます。

社員が健康でいきいきとイノベーションを起こせる状態、そして生涯現役を目指して、
Boost5の推進をベースにした健康経営を、人財戦略の重点テーマの一つとして推進してきました。

2016年 2017年

「Boost5」浸透活動開始

［睡眠］ ムーブバンド3
　　　 睡眠改善
［食事］ ロカボ
　　　 ライザップセミナー他
［運動］ ウォーキングイベント

2018年 2019年 2020年

タバコ

睡眠

食事

運動
メンタル

健康経営
準備開始

Boost5達成状況

健康経営宣言
発信

36.0%

62.4%

21.0%

10.7%10.8%

21.0%

37.3%

62.2%

75.8%

41.8%

62.5%

30.6%

11.3%

48.1%

61.2%

34.4%

11.1%

52.5%

60.5%

40.2%

11.2%

労働衛生の
エリア体制構築開始

2021年

［食事］ 腸活セミナー
［運動］ ウォーキングイベント

［タバコ］ 全社禁煙化
　　　　卒煙マラソン

［運動］ ラジオ体操
　　　 ウォーキングイベント
　　　 オンラインフィットネス

グループ全体で
健康推進は
標準施策に

76.7% 78.8%
83.7% 84.0%

〈Boost5アンケート結果より〉
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基本方針 振り返り 今後の計画 コラボヘルス これまでの歩みとこれから基本方針 振り返り 今後の計画

健康経営をゼロからスタートし、取り組みの浸透は進みました。

これからは社員ひとりひとりが、今まで以上にヘルスリテラシーを高め、

「Boost5」の5つの指標を、ひとつでも多く達成できるような施策をさらに展開し、

経営課題の解決にチャレンジしていきます。




