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健康経営で進める認知症予防対策

新山 賢司
最近の研究では，糖尿病や高血圧，メタボ

認知症社会

などの生活習慣病が認知機能低下のリスク要
因として挙げられています。MCIの方すべて

2025年は，団塊の世代が75歳を迎える年

が認知症になるとは限らないとする一方で，

であり，世界的にも類を見ない大規模な人口

認知機能低下のリスク要因である疾病・疾患

パラダイムの転換を迎える年として注目され

の治療，管理を怠り，MCIの状態が放置され

ています。特に，認知症人口は2025年には

た場合，１年で10％，４年で48％の高齢者

700万人に達する とされ，実に65歳以上の

が認知症に移行するとの報告もあります。

高齢者の５人に１人が認知症（予備軍を含める

カギを握るのは 50 代世代

とその倍ともいわれる） という時代が到来しま

す。このようなデータだけでは実感が湧きづ
らいという方も，夫婦がいた場合，その両親

2015年に慶應義塾大学により発表された

の誰かが確実に認知症かその予備軍である，

認知症にかかる社会コスト推計 によると患

といわれたらその重大性に気づくはずです。

者１人当たりに年間約1,400万円の費用がか

認知症を予防する，発症を遅延させる，重

かるとされています。その中でも注目すべき

篤化を防ぐためには，その予備軍とされる軽

が，
「医療費」「介護費」と共に社会費用の中

度 認 知 障 害（Mild Cognitive Impairment：MCI）

核として挙げられている「インフォーマルケ

の時期で認知機能の低下を予防する方法が現

アコスト」
，つまり，家族が無償で提供する

時点では最も効果的であるとされています 。

介護が費用として算出されたものです。新た
に発表された厚生労働省の平成28年度国民
生活基礎調査によると認知症は，介護が必要
となる理由の第１位に挙げられ，家族による
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介 護 を 要 す る こ と が 多 く， 厚 生 労 働 省 や
WHOなどでも家族にかかる経済的，身体的，
精神的インパクトの大きさを強く警告してい
ます。
そんな中，下記のような理由からも今，認
知症予防を語る上で世の50代の年齢層がカ
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ギを握る主要層といわれています。

について約半数の企業が状況を全く把握して

・認知機能低下のリスク要因となる生活習慣

いない状況でした。ある調査 では，今後の

病の罹患率が高まる世代であり，認知症と

介護離職のペースを占う時に着目すべき大変

の関連性を知ることにより，リスク要因の

気になる結果も示されました。それは，介護

治療・管理への同意が得られやすくなる

離職の理由として多く挙げられたものが「自

・まだ情報収集能力（インフォメーション・リ

分以外にいなかった」という回答です。少子

テラシー） が高いといえる世代であり，自

高齢社会の縮図といえますが，昔の家庭は大

身の健康維持・増進に役立てるだけでなく，

家族が多く，現代は子どもの数が少ない家族

親世代の認知症予防への情報転用が望める

構成となっています。つまり，子の目線でい

・2025年に60代を迎える世代であり，早期

えば親の介護をする候補者（自身や兄弟姉妹）

の予防活動が将来の認知症人口推計を低減

の数が以前に比べ圧倒的に少ないため，自身

させることへ繋がることが期待できる

が介護をする機会が現在の数字よりも増える

このことからも，50代からのあたまの健

のです。経済界は，今後もより一層，「自分

康に寄与する情報収集やリスク要因の管理，

以外にいなかった」という理由で，まだ働く

定期的な認知機能のチェック習慣が強く推奨

気力の旺盛で有能な人材を介護離職という形

されています。

で喪失する機会が乗算的に増加することを今

介護離職：経済界への影響

から予見しておくべきです。
前述の「インフォーマルケアコスト」とは，
家族が無償で提供する介護を費用換算したも

特記するまでもなく少子高齢社会の余波と

のであり，認知症の場合，年間約382万円に

して，人口の低下に伴う働き手不足が懸念さ

のぼると推計されています 。この数字は，

れるのは業界を問わず共通した社会課題とい

雇用主からすれば潜在的な労働力であり，就

えます。この状況に加えて，総務省の発表に

労者からすると生活の糧であり，地域社会の

よると親の介護を理由に離職にいたる労働人

目線では購買力であり，地方自治体からする

口が年間10万人であるというデータもあり

と税収につながるものであるとの見方がで

ます。親の介護を担っているのは50代の層

き，経済界としても目をそらすことのできな

であり，職場では，重要な役職，ポストにつ

い社会課題であるといえるのです。

く方が多く企業にとっては主戦力といえる年
齢層です。別の調査 によると，30，40代の
90％以上が現在の介護の有無にかかわらず

経済界が積極的に認知症予防に注力すべき
理由：

「親の介護に不安を感じている」と回答して

・介護を必要とする理由の第２位であること

います。離職には至らずとも，就労者のうち

・就労者やその家族の生活の質に影響する社

介護をしながら就労をしている人口は約291
万人 にも及ぶとされ，現在の経済界が，想
像以上に潜在的な働き手不足のリスクを帯び
ている，ということが浮き彫りになってきま
した。
一方で，厚生労働省のアンケート調査 に
よると，
「従業員が介護をしているかどうか」
「何らかの支援を必要としているかどうか」

会課題であること
・企業活動の生産性を著しく低下させる要因
といえること
・キーパーソンとなる50代世代がいる場所
が職場であること
・認知症予防の対策の遅れは，雇用者，就労
者，地域社会，地方自治の全域において負
の影響を及ぼすこと
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員本人の健康増進にフォーカスし，計画，実

健康経営

施される性質のものであると考えられていま
す。直接的に企業に従事し，生産性を提供す

公的な国民皆保険制度がないアメリカで

るのは従業員本人ですので，至極当然の仕組

は，従業員の医療費負担が増大し企業経営上

みといえます。しかし，これから訪れる誰も

のマネジメント要因となりえたこともあり

体感をしたことのない大きな人口シフトを前

1990年代から普及し始めた概念といわれる

にして，これまでと同様の価値観に基づく対

「健康経営」ですが，NPO法人健康経営研究

策だけでは，帯に短し，という結末も容易に

会 では，企業が従業員の健康に配慮するこ

想定されます。

とによって，経営面においても 大きな成果

前述のとおり，健康増進・維持，特に認知

が期待できるとの基盤に立って，健康管理を

症予防の観点からは，現在の企業に属する従

経営的視点から考え戦略的に実践すること，

業員を取り巻く環境には２つの側面があると

と示されています。将来的に労働人口の大幅

いえます。ひとつは，従業員自身（特に50代

な減少が見込まれることから，企業のなかで

から）が認知症予防に関する情報収集や活動

は従業員の健康維持・増進につながる活動の

を開始するべきであるということ。そして，

必要性への理解が高まりつつあり，従業員の

もうひとつは，従業員の親世代は認知症発症

健康増進を図ることで企業の生産性の向上に

のリスクが高い年代であり，予防に関する適

つなげることに加え，米国同様に高まる医療

切な情報や後押しが必要であること。そこで

費の企業負担の抑制を目指すことが目的とし

健康経営の一環として企業が能動的に従業員

てあげられます。

の家族にまで手を差し伸べ，さまざまなかた

経済産業省は，
東京証券取引所と共同で，従
業員の健康管理を経営的な視点で考え，戦略

ちでの支援，サポートをすることが今後求め
ら れ て く る で あ ろ う と 予 見 し て い ま す。

10）

的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」

として選定し，公表することで，企業の健康
経営の取組が株式市場等において，適切に評
価される仕組みづくりをスタートさせすでに

自身のあたまの健康状態を確認する機会を
与えている事例
当社は，健常からMCIの範囲で認知機能の

各業界において多くの企業が
「健康経営銘柄」

状態を簡易にチェックできる検査である「あ

として選定を受けています。

11）
を全国の医療機関，
たまの健康チェック」

地方自治体，その他の企業・団体へ提供して
います（図１）。この検査法は，国の認知症予

期待される効果の一例：
・療養や介護による従業員の長期休業の予防
・新規人材開拓における優位性

防を目指した国民向けプロジェクトIROOP12）
（アイループ）においても，認知機能検査とし

て採用されています。

・企業の医療費負担の抑制
・市場における企業評価の向上

当社は，今年から健康経営を宣言し，従業
員とその配偶者，パートナー，両親，祖父母

・従業員の健康寿命の長期化

これからの健康経営：
従業員家族へのアウトリーチ

であれば無料で「あたまの健康チェック©」
が受けられる体制をつくり，自身や家族のあ
たまの健康状態に関心をもってもらえる機会
を提供することを始めました。また，認知機

健康経営は，従来，その企業に属する従業
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図１

簡易認知機能評価スケール あたまの健康チェック

情報提供，万が一の場合の近隣相談窓口の情

するのではなく，社会を構成する重要な登場

報などを従業員の手の届く場所へ設置するな

人物としての自覚の下，“You do anyway”（ど

どの方法で従業員のみならず，その家族の認

うせ，
いずれはやることになるのだから）の精神で，

知症予防にもアウトリーチすることを始めま

能動的に今からでも「できること」に着目し，

した。

その文化を組織内に定着させる作業にとりか

この従業員の家族にまでアウトリーチする
という同様の取り組みは，今後一層の労働者
不足が懸念されるなか，働き盛りの大切な従

か る 時 が き て い る の だ と 感 じ て い ま す。

私たちが，明日から「できること」

業員が「まだ働けるのに離職をせざるをえな
い」という状況に陥らぬようにと，当社のみ

では，私たちが明日から取り入れられる認

ならず，他社での採用事例も見られるように

知症予防対策とはどんなことでしょうか。認

なってきました。

知機能の低下を伴う疾病・疾患は多く存在し，

健康経営：認知症予防対策において
企業が「できること」

50代から罹患率の高まる生活習慣病などは
その代表格といわれています。その他にも，
図２13）のように身近なものが認知機能低下の
リスク要因として挙げられており，それらが

認知症というテーマは，これまでタブー視
され，話題に挙げることさえ憚れるような風

放置されることは認知症発症を助長するとい
われています。

潮がありました。企業においても，従業員や

しかし一般的に，このような情報は皆が共

その家族の認知症予防に関して口出しするこ

通に知っている情報であるとはいえず，私た

とは当然，抵抗があるものです。しかしなが

ちはその事実を知らずに生活しています。目

ら現在の国内を取り巻く状況下において，企

の前に落とし穴があることに気づかず歩いて

業が健康経営を掲げ，認知症予防対策という

いる状態なのです。そのため，国際的にも最

テーマを避け続けることは今後，困難であろ

も簡易で有効な認知症予防の対策手段とし

うといえます。それは認知症対策が，日本の

て，中年期からリスク要因について「知り」，

みならず国際的な社会課題であり，経済界が

それを「管理し」，定期に自身の「認知機能

この社会を構成する重要な要素であるからに

の状態を確認する」ことなどが挙げられてい

他なりません。企業は，組織内における認知

ます13）。目前に落とし穴があることに気づき

症予防対策において「できない理由」を列挙

さえすれば，私たちは自然にそれを回避しよ
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図２

図３

認知機能低下 リスク要因

今日からできる あたまの健康習慣

うとする行動を起こすのです。

康診断の情報を基に，要検査，要受診者には，
積極的な受診勧奨を強化することが検討でき

①認知機能低下のリスク要因，日常の予防策
を知る・伝える

ます。③の認知機能検査については，上述の
「あたまの健康チェック」は全国の医療機関，

②認知機能低下のリスク要因を治療・管理す
る

健診センターや自治体などでも受けることが
できますので近隣の社会資源を確認したり，

③認知機能を定期にチェックする

自社で独自の利活用を検討することもできる
でしょう。働くということは，働く人だけで

上記①の情報を知るという点においては，

なくその家族にまで影響する事柄であるた

図３のように，すでにさまざまなパンフレッ

め，いずれにおいても，従業員本人のみなら

トや情報を自治体や保健局等のサイト上で手

ず，その家族にまでアウトリーチすることが

に入れることができます。②においては，健

好ましく，最も有効な目的達成手段であると
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いえます。

環境が整備される日はそう遠くないと感じて

また，万が一の場合に備え，地域の相談窓

います。

口をリストし従業員の手の届く場所に設置す
ることも有効でしょう。自治体が提供するも
の忘れ相談もその一つですし，日本認知症学
会のウェブサイト（http://dementia.umin.jp/）では，
全国の専門医一覧が掲載されていますのでこ
ちらを参照しておくこともよいでしょう。

さいごに

従業員の健康増進を通じて社会と企業が共
に成長しえる「健康経営」の普及と発展は，
私たち国民すべてが望むところであります。
来る2025年を控え認知症予防対策が，企業
による健康経営にまでおよび，必要な情報や
サービスが「予防活動」そして「情報伝達」
のゲートキーパーとされる50代の中年層と
その家族にまでアウトリーチされ，結果，認
知症の発症や重篤化が予防されることによ
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