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日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、
高齢化率は38％台の水準になると推計されている。
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（出所） 2016年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は2015年までは総務省「国勢調査」、 2016年は総務省「人口推計」 、
2016年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2017年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

日本の人口の推移①

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）
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日本の人口の推移②

1950年

2000年

2050年
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資料出所：2014年実績値は総務省「労働力調査」、2020年及び2030年は（独）労働政策研究・研修機構推計
※推計は、 （独）労働政策研究・研修機構が、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」等を用いて行ったもの
※経済成長と労働参加が適切に進むケース：「日本再興戦略」を踏まえた高成長が実現し、かつ労働市場への参加が進むケース
※経済成長と労働参加が適切に進まないケース：復興需要を見込んで2020年まで一定程度の経済成長率を想定するが、2021年以降は経済成長率はゼロ、かつ労働市場へ
の参加が進まないケース（2014年性・年齢階級別の労働力率固定ケース）
※図中の数値は、表章単位未満の位で四捨五入しているため、年齢計と内訳の合計は必ずしも一致しない。増減差は表章単位の数値から算出している。

○ 「経済成長と労働参加が適切に進まないケース」は、2030年の就業者数が▲790万人（2014年比）となるが、「経済
成長と労働参加が適切に進むケース」では、その場合よりも約610万人増となり、2014年比で▲182万人にとどまる見
込みである。
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（実績値） 経済成長と労働参加が

適切に進まないケース

経済成長と労働参加が

適切に進むケース

経済成長と労働参加が

適切に進まないケース

経済成長と労働参加が

適切に進むケース

2014年 2020年 2030年

２０３０年までの就業者シミュレーション（男女計）

約２８０万人増

約２４０万人増

約９０万人増

３０歳～
５９歳

１５歳～
２９歳

６０歳
以上

約１５０万人増

約４０万人増

約１４０万人増

６０４６万人
（▲３０５万人）

６３８１万人
（３０万人）

５５６１万人
（▲７９０万人）

６１６９万人
（▲１８２万人）

約３４０万人増 約６１０万人増

６３５１万人

労働力需給推計の活用による政策シミュレーション 全国推計
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第１回人生100年時代構想会議 リンダ・グラットン議員提出資料

人生100年時代構想会議設置（29年9月8日）
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第１回人生100年時代構想会議 リンダ・グラットン議員提出資料

人生100年時代構想会議設置（29年9月8日）
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次の問題が・・・・

少子高齢社会
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加齢による体力指標等の変化
（２０代と５０代を比較）

測定項目
男性 女性

平均比 ばらつき 平均比 ばらつき

握力 ↓ ↓ ↓ ↑

柔軟性 ↓↓ ↑ ↓ ↑

敏捷性 ↓ ↑ → ↑

平衡性 ↓ ↑ ↓ ↓

全身持久力 ↓ ↓ ↓ ↓

筋持久力 ↓↓ ↓ ↓↓ ↓

平均の欄；低下↓、増加↑、不変→

ばらつきの欄；広がる↑、狭まる↓
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○ 65歳を超えて働きたいと回答した人が約７割を占めている。
○ 60歳以降の希望する就労形態として、パートタイムが最も多い。

【60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳くらいまで
11.8

65歳くらいまで
21.4

70歳くらいまで
23.6

働けるうちはいつまでも
29.5

75歳くらいまで
10.1

76歳以上
2.7

無回答
1.0

６５．９％

資料出所：内閣府 「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（2013年）
（注１）60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,999）

フルタイムの社員・職員24.2
53.9 15.9

2.9

2.1

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

パートタイム（短時間勤務など）の社員・職員 自営業・個人事業主・フリーラ
ンス（家族従業者を含む）

在宅就労
無回答

その他

【60歳以降の希望する就業形態】

農林漁業（家族従業者を含む）

資料出所：内閣府 「平成25年度高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（2013年）
（注2） 35～64歳の男女を対象とした調査（n=2,214）。 【60歳以降の希望する就業形態】の対象は35～64歳の男女のうち、60歳以降も収入を伴う就労の意向がある者。

60歳以降の就労希望年齢と就労希望形態
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役どころ シリーズ 俳優 実年齢

猪狩哲次（鑑識） おかしな刑事 特捜９ 伊東四朗 1937年 6月15日生（8１歳）

甲斐警察庁次長 相棒 石坂浩二 1941年 6月20日生（77歳）

刈谷警部 山村美沙シリーズ 若林 豪 1939年 9月 5日生（78歳）

杉浦記者 京都迷宮案内 橋爪 功 1941年 9月17日生（76歳）

竹村岩男 信濃のコロンボ 中村梅雀 1955年12月12日生（62歳）

窓際太郎 税務調査官窓際太郎 小林稔侍 1943年 2月 7日生（75歳）

亀井刑事 西村京太郎ミステリーシリーズ 高田純次 194７年１月21日生（71歳）

神保徳之助 税務調査官窓際太郎 小林稔侍 1943年 2月 7日生（75歳）

十津川省三 西村京太郎ミステリーシリーズ 高橋英樹 1944年 2月10日生（74歳）

福原警部 福原警部シリーズ 石塚 英彦 1962年 2月 6日生（56歳）

風間昭平 さすらい署長 風間昭平 北大路欣也 1943年 2月23日生（75歳）

杉下右京 相棒 水谷 豊 1952年 7月14日生（66歳）

社会の高齢化：テレビのサスペンスシリーズ
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還暦対現役60年

将棋の世界の生き方

77歳 64歳
体型は似ていますが
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還暦対現役60年

将棋の世界の生き方

健康とは何か大山康晴
「将棋指しの健康は盤の前に
座って12時間考えられること」
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生 理 運 動
体力 心理 人格

教育 技能 生活

職 務

生きがい、目標

労働の構成要素
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これからの健康管理
活動のあるべき姿

負の健康度から正の健康度

（健康指標）

どのレベルからでも正の方向はある

「就業は最大の健康増進要因」

→ Evidence based OH Serviceへ
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高齢労働対策の進め方：
基本となる産業保健戦略は？

Human Resource
人的資源

Work Ability
ワークアビリティー

Employability
エンプロィアビリティー

第一ステップ：健康（精神的、身体的、社会的）

第二ステップ：エキスパート（熟練
者、専門家）

第三ステップ：必要人材と認められる
能力

外部労働市場にも適用できる能力

M. Kumashiro

UOEH, Japan
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（％）

就業率

潜在的労働力率

就業希望者数
(女性)：274万人

就業希望者数
(25～44歳女性)：136万人

就業者＋失業者＋就業希望者

○日本では、出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多い（Ｍ字カーブ）。
特に、子育て期の女性において、就業率と潜在的な労働力率の差が大きい。

○一方、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では子育て期における就業率の低
下はみられない。

就業率の国際比較（２０１５年） 就業率と潜在的労働力率（２０１６年）

注）潜在的労働力率＝
人口（15歳以上）

資料出所：総務省統計局「労働力調査」、「労働力調査（詳細集計）」（平成28年）

資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成27年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2017」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、
スウェーデンの「65～」は「65～74」のデータである。
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女性の年齢別就業率
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（資料出所）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
「平成28年度仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」

【妊娠・出産前後に退職した理由】

30.3%

14.6%

12.9%

22.5
%

8.4%

6.2%

6.7%

12.9%

家事・育児に専念する
ため自発的にやめた

妊娠、出産を機に自発的に
辞めたが、理由は結婚、出
産等に直接関係ない

夫の勤務地や夫の転
勤の問題で仕事を続け
るのが難しかった

仕事を続けた
かったが、仕事
と育児の両立の
難しさでやめた

解雇された、もしく
は退職勧奨された

妊娠、出産前と仕事の内容や
責任等が変わり、やりがいを感
じられなくなった（なりそうだっ
た）

その他

特にない

（資料出所）国立社会保障・人口問題研究所
「第１５回出生動向基本調査（夫婦調査）」

5.7% 8.1% 11.2%
15.3%

19.5%
28.3%18.4% 16.3% 13.0%

12.1%
9.6%

10.0%

37.3% 37.7% 39.3%
40.4%

42.8%
33.9%

35.5% 34.6% 32.8%
28.4% 24.0% 23.6%

3.1% 3.4% 3.8% 3.8% 4.1% 4.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-09 2010-
2014子どもの出生年

就業継続（育休利用） 就業継続（育休なし）

出産退職 妊娠前から無職

その他・不詳

出産前有職
72.2 

(100)％

出産後
継続就業率

38.3 
(53.１)％

(※)

①勤務時間があいそうもなかった（あわなかった） （47.5%）

②自分の体力がもたなそうだった（もたなかった） （40.0%）

③育児休業を取れそうもなかった（取れなかった） （35.0%）

④つわりや産後の不調など妊娠・出産にともなう体調不良のため （27.5%）

⑤職場に両立を支援する雰囲気がなかった （25.0%）

⑥保育園等に子どもを預けられそうもなかった（預けられなかった）（17.5%）

⑦産前・産後休業を取りにくかった （17.5%）

両立が難しかった具体的理由

○ 約５割の女性が出産・育児により退職している。
○妊娠・出産を機に退職した理由を見ると、「両立が
難しかったので辞めた」が約22.5％

【第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化】

（※）（ ）内は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出

仕事と生活の両立をめぐる現状
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高血圧 糖尿病 アレルギー 心疾患 メンタル がん 脳血管疾患

日本の労働人口の約３人に１人が
何らかの疾病を抱えながら働いている（※）

出典:厚生労働省平成25年度国民生活基礎調査

（万人）

全疾病2,007万人
（主要疾病合計782万人）

※ 平成25年国民生活基礎調査の「疾病治療しながら仕事している人(2007万人)を、
平成25年労働力調査「就業者数(6311万人)」で割ったもの

患者の現状 ～罹患しながら働く人数（主な疾病）～
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【疾病を抱える労働者の就業に関する課題】

○ 疾病を抱える労働者の中には、

仕事上の理由で適切な治療を受けることができない場合や、疾
病に対する労働者自身の不十分な理解、職場の理解・支援不
足により離職に至ってしまう場合もみられる

【例①】糖尿病患者の８％が治療を中断しており、最も多い理由
は「仕事（学業）のため、忙しいから」

【例②】連続１月以上の療養が必要な社員が出た場合、「ほとん
どが病気休暇を申請せず退職」、「一部に病気休職を申請せ
ず退職する者がいる」とした企業は、身体疾患で15％

【例③】過去３年間で病気休職制度を新規に利用した労働者の
38％が復職せず退職

治療と職業生活の両立支援を巡る状況
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労働者にとっての意義・・・疾病にかかったとしても、本人が希望
する場合は、疾病を増悪させることがないよう、適切な治療を受
けながら、仕事を続けられる可能性が高まる。

事業者にとっての意義・・・疾病による従業員の離職を防ぐこと
で、貴重な人材資源の喪失を防ぐことが可能となると共に、従業
員のモチベーション向上から、労働生産性の維持・向上にもつな
がる。

医療関係者にとっての意義・・・仕事を理由とする治療の中断や、
仕事の過度な負荷による疾病の増悪を防ぐことで、疾病の治療を
効果的に進めることが可能となる。

社会にとっての意義・・・疾病を抱える労働者の方々も、それぞれ
の状況に応じた就業の機会を得ることが可能となり、全ての人が
生きがい、働きがいを持って各々活躍できる社会の実現に寄与す
ることが期待される。

それぞれの視点からの両立支援の意義
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【がん対策推進基本計画】 「３．尊厳を持って安心して暮ら
せる社会の構築」の章に、仕事と治療の両立支援に関す
る記載。

【第7次医療計画】 「がん」において、「仕事と治療の両立支
援や就職支援、がん経験の就労継続支援の取組をがん
患者に提供できるよう周知すること」と記載。

【医療機能評価】 医療機関の職員の両立支援が評価項目
になり、患者向けも例示。

【医学教育モデルコアカリキュラム】 「 23 A-3-1)全人的実
践的能力」に「患者の苦痛や不安感に配慮しながら、就
学・就労、育児・介護等との両立支援を含め患者と家族に
対して誠実で適切な支援を行える。」と記載。

医療における両立支援の位置付け
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企業向けガイドラインの作成・公表

疾病を抱える労働者が、職場において
適切な就業上の措置や治療に対する配慮
が行われるよう、企業における治療と仕
事の両立支援の具体的な取組の進め方等
をまとめた「ガイドライン」を作成（平
成28年２月公表）

【参考資料】

○ 「疾患別留意事項」を作成（がん、脳

卒中、肝疾患、難病 ※平成30年３月時点）

○ 「企業・医療機関連携マニュアル」を

作成（平成30年３月公表）

23



ガイドラインに基づく両立支援は、企業と医療機関が連携することで、労働者本人の
症状や業務内容に応じた、より適切な両立支援の実施が可能となる。

企業・医療機関連携マニュアルは、企業と医療機関が情報のやりとりを行う際の参考
となるよう、ガイドライン掲載の様式例に沿って、その作成のポイントを示すもの。

※ 具体的な事例を通じた記載例（事例編）として、がんの事例（４例）を作成。

医療機関

企業
❶勤務情報提供書

❷主治医意見書

❸両立支援プラン

労働者・事業者が
勤務状況等につい
てよく話合い作成

主治医は勤務情報
を参考にして意見
書を作成

事業者は意見書をもとに
産業医の意見を勘案して
両立支援プランを作成

企業・医療機関における両立支援のための情報のやりとり

両立支援の申出

企業・医療機関連携マニュアル
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「両立支援コーディネーター」の養成 ①

※関係者との調整を行うに当たっては、両立支援コーディネーターは、事業場に対して支援対象者の代理で
交渉行為を行うものではないので、留意する必要がある。

・人事労務担当者
・産業保健スタッフ

主治医

企 業 医療機関

支援機関等

担い手： 企業の人事労務担当者や産業保健スタッフ・医療機関の医療従事者・支援機関等

機 能： 支援対象者に寄り添いながら継続的な相談支援等を行うこと

役 割： それぞれの立場における支援の実施 及び 関係者との連携・調整

支援対象者の同意を前提として、治療に関する情報や業務に関する情報等を得て、支援対象者
の治療や業務の状況に応じた必要な配慮等の情報を整理して本人に提供する 等

両立支援コーディネーター

平成30年３月30日付け基安発0303第１号働き方改革実行計画を踏まえた両立支援コーディネーターの養成について

・社会保険労務士
・産業カウンセラー
・キャリアコンサルタント

・医療ソーシャルワーカー
・看護師

（産業医）

労働者（患者）

相談支援 相談支援

相談支援
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科 目 範 囲 時 間

両立支援コーディネーター
の役割等

・ ガイドラインに基づく両立支援における、両立支援コーディネー
ターの役割、支援内容

・ 支援に当たっての留意点
・ 個人情報の適正な取扱い

45分

医療に関する基本的知識
・ 典型的な疾病や治療の特徴、経過及び就業に当たっての影響
・ 医療機関における両立支援の対応

１時間

産業保健に関する基本的知
識

・ 事業場における労働者の健康管理の基本的考え方
・ 産業保健体制及び産業保健活動

１時間

労務管理に関する基本的知
識

・ 労働関係法令
・ 事業場における就業継続可否の基本的考え方
・ 就業上の措置・配慮等の対応

１時間

社会資源に関する知識 ・ 両立支援に利用可能な支援機関、支援制度等の社会資源 １時間

コミュニケーションスキル
・ コミュニケーションスキル
・ 支援対象者の疾病や治療に伴う心理的ストレスへの対応

45分

両立支援の演習 ・ 支援方法のシミュレーション １時間

対 象 者：医療機関の医療従事者、事業場の人事労務担当者、産業保健スタッフ、支援機

関等において両立支援に携わる者

研修内容：下表の科目、範囲、時間数以上

実施主体：独立行政法人労働者健康安全機構において各都道府県で実施する

「両立支援コーディネーター」の養成 ②

両立支援コーディネーター養成研修
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○両立支援に係る各機関の取組の実施状況の共有
○各機関の取組に係る相互の周知協力
○相談窓口の支援連携に係る各機関の役割分担及び連絡先一覧作成
○地域の実情に応じた周知啓発（パンフレットの作成等）
○その他

設置趣旨

治療と職業生活の両立支援を効果的に進めるため、各都道府県の自治体等関係
者とネットワークを構築し、既に行われている両立支援に係る取組を効果的に
連携させ、両立支援の取組の推進を図ることを目的とする。

事務局
各都道府県労働局

メンバー

○使用者団体の推薦者 ○労働組合の推薦者
○都道府県医師会 ○都道府県（がん等の疾病対策の担当部署等）
○都道府県産業保健総合支援センター ○労災病院
○地域の医療機関（がん診療連携拠点病院等） ○その他、地元の大学等の有識者等

協議内容例

地域両立支援推進チーム（協議会）
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治療と仕事の両立支援 広報事業 ②
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「健康経営」とは、「企業が従業員の健康に配慮すること
によって、経営面においても、大きな成果が期待できる」
との基盤に立って、健康管理を経営的な視点で考え、戦略
的に実践することを意味する。

健康経営に係る顕彰制度

健康経営銘柄2018 （24社 → 26社）

健康経営優良法人2018

【大規模法人部門】（235社 → 541社）

【中小規模法人部門】（318社 → 775社）

「健康経営」とは

→ 産業保健活動は、経営上の「コスト」ではなく、戦略的な「投資」
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＜一次予防としてのストレスチェック制度の仕組み＞

個人へのアプローチ

○個人のストレスの状況を本人に通知し、ストレスへの気付きを促すと
ともに、必要に応じてアドバイスを行い、セルフケアのきっかけとする
ことにより、自らの取組としてストレスの軽減を図る

○高ストレス者に対して、面接指導を行い、その結果に基づいて就業上
の措置（労働時間の削減、業務負担の軽減など）を行うことにより、仕
事によるストレスの軽減を図る

集団へのアプローチ

○個人のストレスチェック結果を集団ごとに集計することで、職場単位
のストレスの状況とその要因を把握・分析し、職場環境の改善を進め
ることにより、職場におけるストレスの軽減を図る

ストレスチェック制度における２つのアプローチ

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
の
未
然
防
止
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●ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る

・自らのストレスの状態（ストレスがどの程度高まっているか）

・自らのストレスの原因（仕事上、どのようなことが原因になっているのか）

●ストレスへの対処（セルフケア）のきっかけにする

・ストレスチェックの実施者から必要なアドバイスが行われる。

●高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置につながる

・仕事上のストレスの要因を軽減するためには、面接指導を受けて、医師の意見を会社

側に届けることが重要。

●ストレスチェック結果を職場ごとに分析することにより、職場環境の改善
が図られ、結果として個々の事業場におけるストレスの軽減に結びつ
ける

労働者にとっての意義

個人へのアプローチを端緒に有機的に対策を進める
31



事業者にとっての意義
●労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる

・全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。

・高ストレス者が面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。

・面接指導の結果を踏まえた就業上の措置の適切な実施が重要。

●職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしや
すくなる

・人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。

●労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性
の向上など、経営面でのプラス効果も期待される

個人へのアプローチとともに、
集団へのアプローチ（集団分析に基づく
職場環境の改善）が重要
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日経メディカル 2015.5月号 p.066 33



日経メディカル 2015.5月号 p.067
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日経メディカル 2015.5月号 p.071
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健康診断の積極的活用

継続的データを用いた個人を基にした

判定基準、検査項目の検討

↓

ビッグデータ解析等による科学的根拠

に基づくEBOHS

↓

そして「テイラーメイド健康管理」へ

これからの産業保健
活動のあるべき姿
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労働安全衛生法及びじん肺法の一部改正の概要

（１）新技術、新商品等の研究開発業務に従事する労働者及び特定高度専門業務・

成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の対象労働者が、１月当たり

100時間超の時間外・休日労働を行った場合、医師による面接指導の実施を事

業者に義務付け（罰則付き。労働者にも受診義務あり。）。

（２）面接指導の結果に基づき、医師の意見の聴取、必要があると認める場合の就

業上の措置等を事業者に義務付け。

（３）客観的な方法その他適切な方法により労働時間の状況を把握することを事業

者に義務付け。

※ その他の面接指導に係る事項として、以下の省令改正を行う予定。

○ 申出があった場合の医師による面接指導の対象を、現行の「１月当たり100

時間超」から「１月当たり80時間超」へ見直し。

１ 面接指導等
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① 産業医の活動環境の整備

（１）産業医は、必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなけ

ればならないものとすること（理念規定の創設）。

（２）産業医の勧告について、衛生委員会への報告を事業者に義務付け。

（３）産業医の業務の内容等を、労働者に周知することを事業者に義務付け。

（４）産業医等が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制

の整備等を、事業者の努力義務として規定。

※ その他、以下の省令改正を行う予定。

○ 産業医が勧告をしようとするときは、あらかじめ事業者の意見を求めること

を義務付け。

○ 産業医の解任等について衛生委員会への報告を事業者に義務付け。

○ 事業者が産業医に与えなければならない具体的な権限を厚生労働省令で例示

（調査審議の発議権等）。

２ 産業医・産業保健機能の強化①
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② 産業医に対する情報提供等

（１）労働時間に関する情報等※の産業医への提供を事業者に義務付け。

※ 具体的には、

・ 健康診断等実施後の就業上の措置の内容等

・ 長時間労働者（80時間超の時間外・休日労働）の氏名、超過時間等

・ 労働者の業務に関する情報（産業医等が健康管理等を行うために必要と認めるもの）

（２）事業者は、労働者の健康情報を取り扱うに当たっては、労働者の健康の確保

に必要な範囲内で取り扱う（本人の同意がある場合等を除く。）。

（３）労働者の健康情報を適正に管理するために必要な措置を事業者に義務付け。

（４）厚生労働大臣は、事業者による健康情報の取扱いの適切かつ有効な実施を図

るため必要な指針を公表する（必要に応じて指導等ができる。）。

※ （２）～（４）については、じん肺法においても同様の規定を設ける。

２ 産業医・産業保健機能の強化②
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