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「健康経営銘柄 2021」に認定 

　サントリーホールディングス株式会社と、サントリー食品インターナショナル

株式会社は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んで

いる企業として、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良

法人（大規模法人部門）～ホワイト 500 ～」に 2017 年以降 5 年連続で認定

されています。

サントリー健康白書 2021

発行   サントリーホールディングス株式会社

　               サントリー食品インターナショナル株式会社
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ごあいさつ

肥塚  眞一郎

サントリーホールディングス株式会社

取締役副社長

GCHO（Global Chief Health Officer：健康管理最高責任者）

サントリー健康保険組合　理事長

新浪  剛史

サントリーホールディングス株式会社

代表取締役社長

心身の健康こそがチャレンジの原動力

　サントリーグループは、「人間の生命の輝きをめざし」、商品を通じて、人間

らしい豊かな暮らしと人々の健康に貢献することを目指してきました。そして

未来に向けても、新たな発想と大胆な挑戦によって、より皆様の期待にお応え

する商品・サービスをお届けしていかなくてはならないと考えています。

　我々サントリアンが「やってみなはれ」精神を発揮し、新たなイノベーション

を生み出すためには、我々自身とそのご家族の心身の健康が必要不可欠です。

サントリーでは2016 年に「健康経営宣言」を掲げ、さまざまな取組みを実践

してきました。

　これからも健康経営を積極的に推進し、従業員一人ひとりがイキイキと輝く、

「Growing for Good」な企業として、挑戦し続けてまいります。

サントリアンの健康は、「やってみなはれ」の源

　我々が健康経営で目指しているのは、従業員はもちろんご家族も含めた全員の

「人間の生命の輝き」です。従業員とご家族が、健康でイキイキとした毎日を送る

ことができ、やりがいをもって働ける、充実した生活であってほしいという願いが

根幹にあります。この考え方に基づき健康経営を推進することが、グループの

更なる挑戦・未来に繋がると確信しています。

　サントリーでは、健康診断の充実、さまざまな疾病につながる生活習慣病の

予防を重点領域の一つとして幅広く取組み、各種施策を展開しています。また

気軽に産業医や看護職に相談できる体制づくり、新たな相談窓口の拡充などを

進め、日常的なサポートの充実にも努めています。

　心身の健康を土台に、働き方改革とも連動し、全員が仕事もプライベートも

相互に高め合っていくようなウェルビーイングな状態になることを目指して

まいります。
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サントリーグループの理念体系 サントリーの目指す健康経営

　2014年に「健康づくり宣言」、2016年に経営層がGCHO（Global Chief Health 

Officer：健康管理最高責任者）に就任し新たに「健康経営宣言」を行いました。

　サントリーグループは、世界中のお客様に新たな価値を提供しつつ、持続可能

な社会の実現に貢献していくための考動指針として、以下のような理念体系を定め

ています。

健康経営宣言 （2016年制定）

従業員・家族の健康がサントリーの挑戦・革新の源であるという考えのもと、

全従業員が心身ともに健康でやる気に満ちて働いている状態を目指します。

基本方針

 職場の環境整備や働き方改革を通して、従業員の健康基盤づくりを推進します。

 従業員への健康情報の提供や個別支援を通して、ヘルスリテラシー教育に取り組みます。

 生活習慣の改善とともに予防、早期発見、両立支援などからだの健康づくりに取り組みます。

 一人ひとりがメンタルヘルスを理解し、適切に心のケアができるよう支援します。

 取り組みを通して従業員と家族の“人間の生命の輝き”の実現を目指します。

わたしたちの使命 「人と自然と響きあう」

サントリーグループがめざしているのは、あらゆる人々が生きる喜びや充実を感じながら、それぞれの能力を発揮し、人

間としての生命を最大限に輝かせること。そのためにわたしたちは、商品やサービスを通じてお客様に新たな価値を提供

し、生活文化を潤い豊かなものにしていきます。商品の源泉となる自然の恵みに感謝するのはもちろん、人間の営みの基

盤となる自然を畏敬し、生態系が健全に循環するように力を尽くします。そして、生活文化を潤い豊かにすることと自然

環境の持続可能性を守ることが共存し、永続していく社会づくりに貢献すること。それがサントリーグループの使命です。

 

わたしたちの志 「Growing for Good」

わたしたちは、この社会のために“Growing”＝成長しつづけます。成長しつづけることで、よりよい社会づくりに貢献

する力も、自然環境を守る力も大きくしていきます。そのためには革新的な取り組みに情熱を注ぎ、新たなチャレンジ

をつづけなければなりません。挑戦の先にあるのは、いまよりももっと誠実で、信頼される企業。そんな“Good”な企業

に向かって成長しつづけること。これがサントリーグループの志です。社員一人ひとりもまた、仕事への情熱と挑戦意

欲を忘れず、“Good”＝誠実で信頼される人間として、成長しつづけなければなりません。

わたしたちの使命

人と自然と響きあう

サントリーグループ企業倫理綱領

サントリーグループWay
自然／人間性／お客様 ／品質／挑戦

わたしたちの志

Growing for Good

わたしたちの価値観

やってみなはれ 利益三分主義

心身ともに健康で

やる気に満ちて

働いている

からだの

健康づくり

こころの

健康づくり

職場環境づくり・

ヘルスリテラシー教育

健康経営の考え方
従業員・家族の健康がサントリーの挑戦・革新の源である
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健康推進体制

実施している主な健康会議

名称 おもな出席者 開催頻度 内容

経営層との協議会  取締役副社長（GCHO）
 人事担当役員
 統括産業医

 看護職
 人事部健康担当者

年2回 会社の方針、健康状況の確認および今後の健康施策等に関する協議

健康管理推進委員会  健康保険組合
 統括産業医
 看護職

 労働組合
 人事部健康担当者

年3回 サントリー健康保険組合の保健事業・活動について、年間を通じての活動評価・意見交換を行う

グループ会社人事担当者会議  グループ会社人事担当者
 看護職

 人事部健康担当者 年1回 各グループ会社従業員の健康状態、推進している健康施策の状況確認および改善に向けての協議

全社安全衛生委員会  統括産業医
 労働組合

 人事部労務担当者
 人事部健康担当者

年1回 労働組合本部と全社社員の健康状態、推進している健康施策の状況確認および改善に向けて
の協議

全国衛生管理者・推進者会議   各事業場の衛生管理者、 
衛生推進者

 統括産業医

 看護職
 人事部健康担当者

年1回 各事業場の社員の健康状態、推進している健康施策の状況確認および改善に向けての協議

サントリーホールディングス（株）

代表取締役社長

サントリーホールディングス（株）

Global Chief Health Officer

（健康管理最高責任者）

サントリホールディングス ( 株 )

サントリー食品インターナショナル（株）

人事部

労働組合

（THE SUNTORY UN!ON）

グループ会社

人事部門

統括産業医

サントリー健康保険組合
グループ

健康推進センター
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健康相談対応の体制

　サントリーでは全従業員を漏れなくサポートするため、看護職が全事業所を分担して受け持つ担当制を導入しています。担当の看護職が社員からの相談窓口となり、産業医、

メンタル専門医、臨床心理士などが連携して社員の相談に対応し、健康に就労できるような支援を行います。

　また、社内の産業保健スタッフだけでなく、外部相談窓口として、プライベートな家族の問題も含めて相談ができるEパートナー相談窓口や、24時間365日医療相談ができる

オンラインサービスFirst Callを設置しています。

チャット型医療相談サービス

メンタル専門医

EAP ＊1

臨床心理士

産業医

看護職

全従業員を漏れなくサポート

社内相談窓口 看護職 健康面談など社員との日々の接点を通して社員の一番身近な存在としてサポートします

産業医 統括産業医を中心に、定期健診の事後措置や各種面談指導や治療と仕事の両立支援などを行います。

メンタル専門医 職場のメンタルヘルスに精通した精神科医が産業医や看護職と連携し、従業員をサポートします。

臨床心理士 心理学の知識に基づいたカウンセリングを行い、悩みを抱える社員をケアし、問題を解決できるよう支援します。

社外相談窓口 EAP プライベートや家族の問題など様々な悩みについて社外のカウンセラーに相談できる外部サービス

チャット型医療相談サービス 24時間365日チャットやテレビ電話で気軽に医師に健康相談ができるオンラインサービス

＊1 EAP（Employees Assistance Program）：社外にいる事業者が提供する従業員支援プログラム。企業からの相談を受けて、ストレス診断・カウンセリング（電話相談・メール相談・対面）・医療勧奨・メンタルヘルスの教育研修・人事や管理者へのコンサルテーション・

復職支援プログラムなどを行う。
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事業所別健康分析
(事業所健康白書)、

全社方針の共有

全体健康分析
 健診結果
 ストレスチェック
 レセプト　など

事業所別
健康課題

確認

事業所別
健康目標・
施策決定

事業所別
健康経営

宣言

事業所別
施策実施

プロジェクト
別施策振り
返り・改善

全社施策
振り返り・

改善

効果測定

健康経営
宣言

全社表彰

施策
振り返り・

改善

現状把握・
健康課題

確認
施策周知 施策実施

データ
ヘルス計画

作成

課題別
プロジェクト
チーム結成

健康KPI・
各施策決定

効果測定
（健診数値・
アンケート）

振り返り・
協議

健康施策PDCAサイクル

経営層

健康保険
組合

労働組合

健康管理
推進 

委員会

経営層

健康保険
組合

労働組合

健康保健組合

スコアリング
レポート

共有

健康保健組合

経営層衛生委員会

衛生管理者・推進者衛生管理者・推進者

全社安全
衛生委員会

全社
衛生委員会

全社衛生
委員会

計画 実行 評価 改善Plan Do Check Action
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取組み年表

基盤体制
具体的な施策

からだの健康づくり こころの健康づくり

1960  サントリー健康保険組合の設立
 【健保】＊1医療費付加給付制度の開始

1970年代  産業保健スタッフとして看護職を配置  【健保】人間ドック補助制度開始
 （30 歳以上の社員と扶養配偶者向け）

1991  ARP室設置、適正飲酒の啓発活動開始  【健保】電話健康相談開始

1996  産業保健スタッフチームにメンタル専門医を配置

1997  全事業所で歯科健診開始

2003  40 歳以上全社員人間ドックの機会を提供

2005  「ヘルスケアルーム」設置、社員向けマッサージ施術開始

2006  子宮がん・乳がん検診40 歳未満費用補助開始
 海外駐在員の人間ドック費用を会社負担で受診開始

2007  独自のストレスチェック制度導入

2008  【健保】特定健診・特定保健指導開始

2010  心の相談「SOS」電話相談導入
 セルフケアeラーニング開始

2013  【健保】任意継続・扶養配偶者向け総合健診開始  病気休職からの復職支援制度を確立

2014  「健康づくり宣言」
 産業保健スタッフのエリア担当制導入
 従業員向け健康サイト「Health-Ma」開設
 産業保健スタッフによる全社員健康面談開始
 健康診断管理システム導入

 【健保】重症化予防指導開始  カウンセラー（臨床心理士）によるメンタル早期対応開始
 TOO 制度で職場のシニアの相談役制度開始

2016  「健康経営宣言」
 健康ポイント「ヘルスマイレージ」導入

 全社統一テーマでの健康セミナー開始（年１回以上）
 社内禁煙施策「見守り隊」開始

2017  グローバル全社員対象ウォーキングイベント
 「One Suntory Walk」開始

 健保とのコラボヘルス事業開始、特定保健指導を共同で実施
 【健保】扶養配偶者を対象に特定保健指導を開始

2018  健康診断管理システム強化（従業員画面公開）  【健保】扶養配偶者向け巡回レディース健診開始
 40 歳未満の生活習慣病予備群に対する保健指導開始
 【健保】定年退職者向け自宅訪問指導開始
 【健保】扶養配偶者向け健康ポイント「ヘルスマイレージ」開始
 禁煙外来費用補助開始
 オンライン禁煙サポート開始
 自動販売機で近隣レストランのお弁当が届く宅配弁当サービス

 「宅弁」開始。欠食防止策として社内でも導入

 ラインケアセミナー開始
 EAP 導入

2019  就業時間内禁煙開始

2020  常勤の統括産業医配置
 グループ健康推進センター設立

 法人向け健康経営支援サービス「SUNTORY+」
 サービススタート

 社内カウンセラーミニ講座開始

2021  チャット型医療相談「First Call」導入
 女性の健康支援情報サイト「働く女性の保健室」開設
 婦人科専門相談窓口開設

 社内の会員制オンラインフィットネス
 「バーチャルフィットネス倶楽部」

 【健保】扶養配偶者向け歯科健診開始

 開始健康セミナー「スタンフォード式　最高の睡眠」セミナー実施

＊1 【健保】：サントリー健康保険組合の意。全社を対象とした施策のみ掲載。
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取組み施策

　サントリーでは健康経営の基本方針に基づき、特に以下の施策に注力して社員の健康増進に努めています。

　これらの活動の基盤として定期健診だけでなく社内看護職による従業員との「健康面談」を実施し、個別での健康維持サポートとともに個々の状態にあわせた施策への参加を

促します。

ヘルスリテラシー教育・ 
職場環境づくり

社内看護職による健康個別面談　

1  ヘルスリテラシー教育

  ヘルスリテラシー向上プロジェクト   
 
P.9

2  職場環境づくり　

  事業所の健康づくり活動 
 
P.10

 
こころの健康づくり

1  セルフケア

  セルフケアeラーニング

2  ラインによるケア　

  マネージャー向けラインケアセミナー

3  事業場内産業保健スタッフ等によるケア

  社内カウンセラー（臨床心理士） 

によるメンタルヘルスミニ講座          
 
P.17

4  事業場外資源によるケア

  産業保健スタッフとEAPとの連携

 
からだの健康づくり

1  喫煙率低下に向けた取組み　

  卒煙プロジェクト 
 
P.11　

2  適正飲酒啓発の取組み

  従業員に対する「DRINK SMART」啓発 
 
P.12

3  生活習慣病予防の取組み

  健保とのコラボヘルス特定保健指導

  40歳未満の若年層保健指導 
 
P.13

  社内バーチャルフィットネス倶楽部 
 
P.14

  グローバルウォーキングイベント 
 
P.15

  健康行動でポイントが貯まる「ヘルスマイレージ」
    日々のウォーキング・生活習慣改善の取組みのほか年休取得な

どでポイントが貯まり、賞品と交換できる仕組み。従業員の主
体的・継続的な健康推進への取組みを支援。

  企業の健康経営をサポートする無料アプリ「SUNTORY+」     
 
P.16

4  女性の健康支援

  働く女性の保健室プロジェクト
    女性ホルモンが深く関わる女性のカラダの変化について情報発信、

専門医による個別相談対応により、女性が健康でイキイキと
働ける毎日を支援。
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ヘルスリテラシー教育・職場環境づくり

　サントリーでは定期健診の結果から、 統括産業医主導で全社で取り組むべき課題を

見つけ、単年度での重点テーマを設定しています。

　統括産業医による健康啓発ミニ動画や健康コラムを作成し、月に１回全従業員に社内看護

職からメールマガジンを定期配信。

　さらに事業所別の健康セミナー「健診結果読み方基礎講座」を実施し事業所特有の健康

課題の啓発を行うなど、一人ひとりのヘルスリテラシー向上をサポートしています。

健康啓発メールマガジン「Health-Ma 通信」

統括産業医によるミニ啓発動画「Health-Ma 講座」

事例紹介            ヘルスリテラシー向上プロジェクト

2021年重点テーマ：脂質対策

　偏った食生活や運動不足、肥満などが原因で生じる生活習慣病のひとつである“脂質

異常症”は「動脈硬化」の重要な危険因子です。脂質異常症を適切に管理することによっ

て、「動脈硬化」の先にある狭心症や、心筋梗塞、脳梗塞といった動脈硬化性疾患の予

防ができることは既に証明されており、喫煙や高血圧、糖尿病など他の生活習慣病と同

様に、“健康長寿”対策として非常に有用と考えられます。

　サントリーでは脂質対策をテーマに各種施策を展開

し、全体の 57.8％＊に上る脂質の有所見者を減らす取

組みを進めています。

＊2020年定期健診結果

大村  寛敏先生

統括産業医
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事業所別健康経営宣言：1 月

全社表彰：11〜 12 月

事業所別施策実施：通年

活動振返り：11 月

全社方針に沿って、衛生委員会にて事業所別健康目標設定、「健康経営宣言」実施。

特に優れた結果を残した事業所を全社衛生委員会にて表彰。賞品を進呈。 衛生委員会にて計画に対する振り返りを実施。

各事業所にて健康イベントの企画・立案・実施。

All Rights Reserved, Copyright © Suntory Holdings Limited

ヘルスマイレージ 2019年実績

2

1－8⽉実績

2019年⽬標達成

目標達成に向けて実施した具体的な取り組み内容

ヘルスマポイント・年休取得、
工場管理指標に組み入れ、全員活動推進。
部門別グラフ、個人ポイントを毎月発信。

振返り・感想

１．所属長からの声掛けにより、改善した部門があった。
２．ヘルスマイレージへの日々インプット未実施メンバー

へのフォローを引き続き実施する。

SBR武B 健康経営宣言振返り

貴拠点は、事業所の衛⽣管理活動において
既存の情報を⼯夫し独⾃の取り組みを実践され
拠点の社員の健康意識醸成に寄与されました。
その発想⼒と功労をここに表彰します。

⾦賞 武蔵野ビール⼯場 殿

2020年11⽉20⽇
サントリーホールディングス株式会社
⼈事部 健康推進グループ

2020年拠点別健康活動表彰

金賞

銀賞

銅賞

その他の拠点も良い取り組みがたくさんありました！各拠点レビューはこちら

Ｇｏｏｄポイント

SBR武B

SPD羽生P

SFS・SSL
関信支社

SBF・SFS
SSL京橋
オフィス

ヘルスマポイント4800P/人・年 高い目標を達成！
「ヘルスマ攻略ガイド」の発信、所属長からの声掛け
など、細やかな追いかけ且つ多様な打ち手を展開。

「羽生チャレンジ」と題して禁煙推進！

喫煙所の屋外化、独自の禁煙日設定、卒煙教育や
家族への悪影響にフォーカスした啓蒙活動

ヘルスマイレージ登録・歩数連携促進！

地道な発信、ウォーキングイベント開催企画（コロナ
で実施はできず）

戦略的な職場巡視とスピード感のある改善実施！

エリア別責任者を決めて徹底的に職場巡視と改善
を実施（衛生委員会前半で実施、後半で共有）
良い事例は共有し水平展開を図った。

事例紹介                       　　　　　　　　　　　　　　　　事業所の健康づくり活動

ヘルスリテラシー教育・職場環境づくり

武蔵野ビール工場

の事例
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事例紹介          喫煙率低下に向けた取組み：卒煙プロジェクト

卒煙支援施策

　禁煙を希望する社員が、本人に合ったスタイルで禁煙

支援が受けられるよう各種禁煙施策を実施。

 オンライン禁煙外来補助　  禁煙外来補助　

 社内卒煙サポートプログラム　  推奨本の配布　

 各事業所での禁煙セミナー

 各事業所での非喫煙者も含めた啓発セミナー

世界禁煙 DAY によせて社長メッセージを社内イントラに掲載

就業時間内禁煙、敷地内全面禁煙に向けた環境整備

　取組みにあたり、各事業所との丁寧な意見交換や、喫煙

者アンケート、メールマガジンの発信、他社との情報交換

なども実施し、経営層から事業所の衛生管理者・推進者ま

で巻き込み、段階的に進めています。

取組みの成果

　2016 年のプロジェクト立ち上げ以降、毎年喫煙率は着実に低下し、2020 年には 20.1％となりました。厚労省の目標数

12.0％達成にむけて、今後も継続的な支援、取組みを続けていきます。

 就業時間内禁煙の導入ステップ

 サントリーの喫煙率推移

（%）

週１回
金曜日午前

週１回
金曜日

週 2 回
木曜日・金曜日

就業時間内

全面禁煙

敷地内

全面禁煙

2019 年 6 月〜 2020 年 1 月〜 2021 年 1 月〜 2021 年 4 月〜 2022 年 4 月〜（予定）

（年）

厚労省の目標値 12.0％

からだの健康づくり
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事例紹介                       　　    適正飲酒啓発の取組み：従業員に対する「DRINK SMART」啓発

酒類を製造・販売している企業の一員として、従業員の適正飲酒に関する意識を高めることも重要です。サントリーでは、「お酒に関する正しい知識を持ち、お酒と上手につき合うことでより

健康的で豊かな生活を送ること」を「DRINK SMART」と呼び、アルコール関連の専門部署である「グローバル ARS＊部」が中心となって従業員への適正飲酒啓発に力を入れています。

＊ ARS：Alcohol Responsibility and Sustainability の略

グループ従業員への DRINK SMART セミナー

　酔いのメカニズムや遺伝・体質による違いなど、酒類を製造・販売する企業の従業員として

必要な知識の習得を推進しています。

アルコール体質遺伝子検査

　従業員が自分自身のアルコールの代謝に関する体質を知ることにより、他者への配慮や

適正飲酒の考え方を理解することを目的に、全従業員を対象に実施しています。

DRINK SMART eラーニング

　グループ従業員 2 万人を対象に eラーニングを実施し、グループ全体の知識・意識の向上

をはかっています。

健康面談での啓発・飲酒習慣のスクリーニングテスト

　社内看護職が実施する社員の健康面談に

おいて、希望者への飲酒習慣スクリーニング

テスト（AUDIT）や、減酒外来や専門相談

窓口を紹介しています。

からだの健康づくり

12page

Suntory Group Health and Wellbeing Repor t 2021



事例紹介              生活習慣病予防の取組み ：  40歳未満の若年層保健指導 Health-Management Program〈U40〉

2018年より特定保健指導の対象者選定基準に該当する40歳未満の従業員をメタボ予備群と位置づけ、保健師が特定保健指導と同様の個別保健指導を実施しています。

取組みの背景・課題認識

　40 歳以上男性の特定保健指導対象の割合は 26.9% と全国平均 24.5% と比較しても高

く課題であることに加え、特に 30 ～ 39 歳男性はかなり高い状況です。

　40 歳未満の従業員から対策をしていくことで将来の特定保健指導の対象者を中期的に

減らす必要があると考え、若年層への保健指導を開始しました。

※ 数字は2019年

2020 年施策内容

個別面談を軸にした一人ひとりに寄り添ったプログラム

　特定保健指導に則った方法で、個別支援を実施しました。

　初回面談では健康状態と生活習慣のアセスメント、中間面談で進捗確認と目標修正、

最終面談で評価を行う 3 回の個別面談の間に、メールによるアドバイスを行い、一人

ひとりに寄り添った指導を実施しています。

効果・検証

　プログラム参加者の平均体重減量▲ 2.1kg、生活習慣

全般が改善 84% など確実に参加者に良い効果が見られ

ます。さらに各種データやアンケート結果を分析し、保健

指導の中で有効に作用した施策やツールを検証し、今後

の Health-Management Program に反映していきます。

当社独自開発の技術を用いた指導ツールを導入

 AI による健康データ・疾病予測

 当社社員過去 10 年分の健診結果とレセプ

トデータを基に、減量した場合の血圧や

血糖値、中性脂肪値等の健康データの予

測値を示し、減量目標の設定を支援。同

時に疾病リスクも予測。

 プログラム専用 Web アプリ

 行動目標の実施状況と体重を入力し、指

導員と共有することができる専用アプリ

を開発。

 行動目標の候補提示

 食事に関する事前問診結果に応じて、個々

の食習慣に合わせた行動目標候補を示し、

行動目標の設定を支援。

 血圧測定デバイス

 センサーで血圧を測定で

きるデバイスを開発。マ

ウスやスマホケースにつ

いたセンサーで常時血圧

測定が可能。

生活習慣改善

84%

プレセミナー

指導

従業員

初回面談

確認
メール 1

３カ月の指導プログラム

体重・行動目標実績確認

確認
メール 2

中間面談 最終面談

からだの健康づくり
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取組の背景・課題認識

　2020 年 7 月に実施した「コロナ禍における心身の健康状態の変化についてのアンケー

ト」にて 67.7％の社員がコロナ前と比較して「運動量が減った」と回答したことから、

運動不足解消を目的に社内オンラインフィットネスを開始しました。

2020 年施策内容

　2 ヶ月を１クールとしてシリーズ毎にテーマを変えて開催。会員制の「倶楽部」とするこ

とで、倶楽部内のコミュニケーションを強化し、皆勤参加者には健康グッズがあたる抽選

会を実施するなど、楽しく参加しながら運動を習慣化できるよう工夫しています。

2021 年 9 月時点会員数：約 847名

第 2 シリーズ 　「プロに学ぶボクシングエクササイズ」

第 3 シリーズ 　「ココロとカラダをリフレッシュ！ヨガプログラム」

からだの健康づくり

事例紹介                       　　      生活習慣病予防の取組み：社内バーチャルフィットネス倶楽部

コロナ禍での運動不足という課題を背景に、Webコミュニケーションツールを活用した社内オンラインフィットネスを実施しています。

効果・検証

　２ヶ月のシリーズ終了毎に、参加者へのアンケートを実施。

　全体の評価や効果のほか、運動の強度や、次回プログラムへの要望をヒアリングし、

次のシリーズへ反映しています。

運動量

全体の評価 実感した効果

第１シリーズ 　「2か月で –2kg 集中プログラム」

気分転換ができた

40%

大変良かった・良かった

92%

減った

44.4%

少し減った

23.3%

変わらない

16.3%

少し増えた 

9.5%

「新型コロナ禍における心身の健康状態の変化についての社内アンケート」　

実施期間：2020 年 7 月 6 日（月）～ 7 月 20 日（月）回答者数：4,921 名

増えた 

6.5%

運動習慣がついた

25%

体調が良くなった

15%
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施策の内容

　「One Suntory Walk」は、1 ヶ月間の歩数を

競いながら、参加者が一体となって健康意識を

高め、運動習慣を身につけることができるプロ

グラムです。サントリーの全社員約 4 万人を対

象に 2017 年から毎年実施しています。

　単なるウォーキングにとどまらず、グローバル

で一体感を創出し健康経営を推進するイベント

と位置づけています。サントリーグループの企業活動の源泉である「水」のサステナビリティに

グローバルで取り組んでいくことをイベントのメッセージ・価値として盛り込み、社員の参加

意識を高めています。

イベントの３つの価値

グローバル健康経営

世界中の社員が運動習慣を

身につける

One Suntory

チーム対抗で

一体感を創出する

社会貢献

寄付を通じて

社会貢献を体現する

事例紹介              グローバル健康経営×サステナビリティのウォーキングイベント「One Suntory Walk」

からだの健康づくり

2020 年の取組みの結果

　「10 月は普段より意識して歩数を増やすように意識しています」といった声が参加者か

ら寄せられ、また事業所単位でウォーキングラリーが同時開催されるなど、イベントをきっ

かけとして運動習慣が定着しています。今後も「10 月は One Suntory Walk」を合言葉と

して、毎年定期実施します。

 イベント参加人数

7, 564人

 参加国

38ヶ国

 寄付金

合計75,640USドル

（8,017,840 円）
参加者 1 人につき10 US ドルを国境なき医師団の 

「新型コロナウイルス感染症危機対応募金」に寄付

 イベント総歩数・距離

8.8億歩（668,644km）

参加者からの掲示板投稿写真

15page

Suntory Group Health and Wellbeing Repor t 2021



“続けられる”健康アプリ

 “健康行動が続かない”従業員の健康行動習慣化をサポートする無料のヘルスケアサービ

スです。

 誰でも簡単に続けられる仕組みは、導入企業様に高く評価されています。

 一般的な健康アプリの継続率は利用開始から 1 ヶ月後には約 15% を下回ると言われてい

ますが、SUNTORY+ は 6 ヶ月後でも 60% 以上の方が続けられています。

自販機と健康飲料が寄り添います

 アプリだけではなく、自動販売機や伊右衛門特茶

や胡麻麦茶などの健康飲料という身近な接点が一

緒になって健康行動に寄り添います。

事例紹介           生活習慣病予防の取組み：自社開発した健康経営サポートアプリ「SUNTORY+」の活用　

小さな「できた」が楽しく続く健康アプリ。

※ 2020年9月に利用開始した全390名の継続率／マンスリーアクティブユーザー率の推移

Adjust Global App Trends 2019の調査より

「SUNTORY+」は、サントリーの健康経営（健診後施策）でも活用
健康診断の各種数値を意識する方たちに対して、「SUNTORY+」の利用と「特茶」

などの特定保健用食品の飲用促進で健康行動習慣化サポートを健康診断前の約

3ヶ月間にわたり行いました。※ 個々の健診結果に前向きな傾向が散見されたため、

期間中の健康行動変容と各種数値を検証中。
※参加者 310 名

からだの健康づくり
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事例紹介                  コロナ禍における社内カウンセラー（臨床心理士）によるメンタルヘルスミニ講座

こころの健康づくり

2020年4月、新型コロナウイルスによる生活の変化がもたらす心理的な負担を少しでも軽減するため、 社内のカウンセラー（臨床心理士）によるメンタルヘルスミニ講座を

開始しました。

第１シリーズ   2020 年4月～　【コロナ不安に打ち勝つ】シリーズ
タイトル

1  その不安感は「自然な反応」です【動画】 4  今、現場で働いている皆さんへ【動画】

2  イライラは自分を守ってくれている？！【動画】 5  ココロはどこに持っていこう？【動画】

3  在宅勤務をどう乗り越えるか【動画】  6  マネジャーの皆さん！お疲れ様です！【動画】

第 2 シリーズ   2020 年10月～　【健やかにはたらく】シリーズ
タイトル

1  異動の時期のメンタルヘルスケア  〜異動・転入者へ〜【動画】

2  異動の時期のメンタルヘルスケア  〜受入れ部署の方へ〜【動画】

3  冬の時期のセルフケア【動画】

4  事例から考える  〜上司・同僚編〜【動画】

5  事例から考える  〜セルフケア編〜【動画】

取組みの背景・課題認識

　コロナ禍でのカウンセラーなど産業保健スタッフへの相談傾向から、従業員への普段以

上のメンタルサポートの必要性が感じられたため、社内カウンセラー（臨床心理士）によ

るメンタルヘルスミニ講座を開始しました。

　2020 年 7 月に実施した「コロナ禍における心身の健康状態の変化についてのアンケー

ト」でも、39.6％の社員がコロナ前と比較して「私生活も含むトータルで感じているスト

レスが増えた」と回答。また、75.4％の社員が「社内の人とのコミュニケーション量が減っ

た」と回答しており、コロナ禍におけるこころのケアの必要性を裏付けています。

2020 年施策内容

　世の中の状況変化にともない感じる不安やストレスについて、社内カウンセラー（臨床

心理士）が解説しそれぞれの状況にあった「こころの持ちよう」をお伝えするメンタルヘ

ルスミニ講座を、数分のミニ動画としてシリーズﾞ化し、従業員にメール配信しています。

効果・検証

　第１シリーズ後に行ったアンケートでは、「ベストタイミングでの配信で支えになった」、

「社内のカウンセラーが話すというところに安心感があった」、「カウンセラー自身の体験

や話も説得力があり心に伝わった」など、継続的な配信を希望する声が多かったため、シ

リーズを継続して実施しています。

トータルで感じている
ストレス（%）

社内の人との
コミュニケーション量（%）

「新型コロナ禍における心身の健康状態の変化についての社内アンケート」／実施期間：2020 年 7 月 6 日（月）～ 7 月 20 日（月）回答者数：4,921 名

増えた

10.5

減った

34.8
少し減った

40.6

減った

7.4
少し減った

11.3

少し増えた

29.1
変わらない

41.7

変わらない

20.8

少し増えた  2.9

増えた  0.9

全体の評価 実感した効果

ストレスが減った・

不安が解消された

33%

ふつう

7%

気分転換になった

47%

よかった

40%

大変よかった

53%

仕事の生産性が

向上した

6%
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2025年の目標値

＊1 「１回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上、１年以上実施している」と回答した人の割合。

＊2 「運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。」という問診に対して「取組み済み」と回答した人の割合。

※ 定期健康診断実施率　2020 年実績： 99.4％

※ ストレスチェック実施率　2020 年実績：93.9％

※ 再検査受診率　2020 年実績： 57.0%

※ 数値はサントリーホールディングス株式会社、サントリー食品インターナショナル株式会社、他グループ会社 14 社

 2019年実績  2020年実績  2025年目標

喫煙率 22.1% 20.1% 12%

運動習慣定着率＊1 24.4% 26.3% 40%

生活習慣改善取組み率＊2 31.1％ 32.5% 40%

特定保健指導基準対象者率 23.2% 24.2% 20%

ストレスチェック結果　非高ストレス判定率 90.7% 92.8％ 95%
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 サントリーグループ合同健康診断の実施

 　全国でグループ合同の健康診断を実施し、健診項目の充実化および運用の集約を図っています。

 グループ契約での産業医導入

　　サントリーグループでは各社・各事業所が個別に産業医を配置するこれまでの形式から、

全国を９エリアに分けたうえで、それぞれのエリアに「地区産業医」を配置し、その産業医が

事業場の特性を理解しながらエリア内のグループ企業・事業所を横断して担当するエリア担当

制に変更することとしました。加えて、サントリーグループとしての判断基準を統一し、グルー

プ方針に基づいた産業医業務を実現するために、各エリアに配置された「地区産業医」を統括

する「グループ統括産業医」を新たに設置しています。また、産業医面談では、面談を受ける

従業員並びに面談を実施する産業医の時間や場所の制約をなくし、より迅速・丁寧に対応でき

る体制を確立するために、「オンライン産業医面談」を積極的に活用していきます。これらの

取り組みにより、サントリーグループで働く従業員全員が会社・勤務地に関わらずグループ基

準に基づいた同等なフォローを受けられるような体制を実現しています。

 チャット型医療相談サービスの導入

　　サントリーグループの従業員とその家族がさまざまな医療・健康上の疑問や不安をチャッ

トやテレビ電話で 24 時間 365 日いつでも専門医に相談することが可能となる「オンライン

医療相談」サービスを導入いたしました。心身の不安を気軽に医師へ相談できる仕組みを導入

することにより、健康不安の解消へアプローチすることが可能になりました。

国内グループ会社支援の取組み

グループで目指す健康経営

　サントリーグループ全体で「健康経営」を推進することが、サントリーグループの事業

成長の基盤と考えています。グループ従業員の心身の状況を把握し、予防施策やリスク軽

減に会社として継続的に取り組むことが、中長期視点での経営における大きな成果を生み

出していくと捉え、グループ全体で「健康経営」を推進していくために、早期発見・重症

化予防・健康増進の一連の流れにおける、基盤の共通化を推進しています。

グループ健康推進体制

　サントリー健康経営方針に従い、サントリーグループの健康推進施策の企画・実行を担

う組織として「グループ健康推進センター」を開設しました。

　サントリーグループ内、各社人事部門や関係外部機関と連携しながら、国内で働くサン

トリーグループ従業員全員が心身ともに健康な状態であり続けられるよう、グループ健康

推進基盤を通してアプローチしていきます。

グループ健康推進基盤

　サントリーグループではこれまで、産業保健業務に必要な体制構築から業務の遂行を会

社・事業所単位で個別に実施していたため、国内グループ各社およびその事業所に大きな

負担となっていました。またグループ全体で産業保健業務に関する統一した判断基準を作

成することが困難な状況であったため、グループの共通基盤として産業保健体制を構築す

ることで、コストと業務負荷を抑制しながら、健康経営を強力に推進出来ると考え、以下

の施策を導入しました。

グループ健康推進体制

 サントリー健康経営方針に従い、サントリーグループの健康推進施策の企画・実行を担う組織として

「グループ健康推進センター」を開設

サントリー健康経営方針

各社人事部門

健康経営推進

就業措置

安全衛生委員会

職場環境・

衛生対策

グループ産業医

統括業務

（オンライン面談・

チャット相談含む）

グループ合同

健康診断業務

従業員　　

グループ健康推進センター

グループ健康推進施策の企画・実行

（健康診断・ストレスチェック・

重症化予防・健康増進）

健康管理システム
【ヘルスサポートシステム】

健康診断・ストレスチェック就労判定・

産業医面談の記録

連携

医療相談 産業医面談 ストレスチェック 健康管理

連携

チャットで TV 電話で アプリで オンラインで

日常的な悩みは

チャット形式で専門医に相談

パソコン 1 つで

気軽に産業医と相談

スマホアプリで簡単に

ストレスチェック

オンラインで健康診断の

結果を管理
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新型コロナウイルス（COVID-19）対応

感染予防・感染者対応

　2020 年 2 月に新型コロナリスク会議を立ち上げ、同年 4 月に人事部・総務部・産業医をメンバー

とした感染防止チームを発足しました。従業員向けガイドラインの作成、感染防止策の周知徹底、

感染状況の把握・対応指示、療養期間中の体調確認、復職前面談等、支援を続けています。

コロナワクチン職域接種

　サントリーグループは、職域での新型コロナウイルスワクチン接種を開始する政府発表方針に沿

い、ワクチンの職場接種に協力することを決定し、6 月 21 日（月）から接種を開始しました。新

型コロナウイルス感染症の早期収束に少しでも貢献できるよう、取組みを進めています。

 実施期間： 2021 年 6 月 21 日～

 実施会場： 全国９都市にて実施

 対象社員： サントリーグループ社員・協力会社社員・派遣社員、および左記社員の

18 歳以上の同居ご家族。

 就業の扱い： 当社従業員がワクチンの接種をする場合は、勤務時間扱いとし、副反

応が出た場合は、特別休暇（有給）を付与

共に働く仲間とそのご家族の生命を守る

社内接種会場の様子

東京
川崎

名古屋大阪
広島福岡

那覇

仙台

札幌
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サントリーの健康に関する事業の歩み

1970 1980

2000

1990

1973年

 中央研究所竣
しゅんこう

工

1979年

 医薬事業部、サントリー生物医学研究所設立

1985年

 必須脂肪酸のアラキドン酸（ARA）を
   つくる微生物を発見

1987年

 基礎研究所が開設され、「健康」が
   研究テーマの1つとなる
 ポリフェノール研究を本格的に開始
 セサミンの礎となる研究を開始

1990年代

 ウーロン茶ポリフェノールの本格的な研究を開始

 脚の健康に関する研究を開始

1990年

 健康食品Essence of Chickenが
   主力商品のセレボス・パシフィック社
 （現・Brand’s Suntory）を買収

2001年

 健康科学研究所を設立

2002年

 OTPP（ウーロン茶重合ポリフェノール）が 
   脂肪の吸収に関わる酵素を強く抑えることを発見

2003年

 フラバンジェノール＊1を
   配合したフラバン茶を発売
 必須脂肪酸のアラキドン酸

 （ARA）とDHAを配合した
   アラビタを発売

2006年

 黒烏龍茶OTPPを 
   特定保健用食品として発売

1991年

 第1号新薬となる抗不整脈薬サンリズムを発売

1993年

 初代セサミンを発売

中央研究所（手前）

サントリー生物医学研究所（奥）

抗酸化力を測定するラジカル計測装置
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ウーロン茶抽出実験装置

 基礎研究・医薬　  健康食品事業　  食品事業　  酒類事業

※掲載内容は各社HP、各事業部資料に準ずる

＊１ フランス南西部に生育している海岸松の樹皮から抽出されたポリフェノール

＊2 多くの食品に含まれるポリフェノールの一種

2006年ごろ

 ケルセチン＊2の強い抗肥満作用を発見

2007年

 血圧が高めの方に適したお茶、

   胡
ご ま

麻麦茶（特定保健用食品）を発売

2009年

 サントリーウエルネス設立

1994年

 赤ワインポリフェノールの動脈硬化予防効果を
  国立健康・栄養研究所との共同研究で発表

1999年

 健康食品事業部設立



2010

2020
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 基礎研究・医薬　  健康食品事業　  食品事業　  酒類事業

※掲載内容は各社HP、各事業部資料に準ずる

＊3 水分補給ができる飲料

2010年

 世界初※「アルコール」「カロリー」
 「糖質」３つの“ゼロ”※を実現した
  オールフリーを発売
※ アルコール0.00％ビールテイスト飲料カテゴリー

における。（自社調べ）

※ 現在は「プリン体」も含めた4つの“ゼロ”

2011年

 ノンアルコールカクテル
   のんある気分を発売
 オメガ脂肪酸

 「アラキドン酸（ARA）
  ・DHA・EPA」を配合した
   オメガエイドを発売

2012年

 “脂肪の吸収を抑える” 
  ペプシ スペシャル
（特定保健用食品）を発売
 金麦〈糖質70％off〉を発売

※現在は〈糖質75％off〉

2013年

 伊右衛門 特茶（特定保健用食品）を発売
 グルコサミンに軟骨成分と筋肉成分を

   配合したロコモアを発売
 OTPPを含んだウーロン茶飲料

   TEA+をベトナムで、
   MYTEAをインドネシアで発売

2014年

 “脂肪の吸収を抑える”ボス グリーン
 （特定保健用食品）を発売
 ハイドレーション飲料＊3の

  OVIをオーストラリアで発売

2015年

 “脂肪の吸収を抑える”ボス ブラック
 （特定保健用食品）を発売

2016年

 低糖のエナジードリンクV pureを
   ニュージーランドで発売
 低糖のプレミアムアイスティー

   MayTeaをフランスで発売

2017年

 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。
   贅沢ポリフェノールを発売
 自然由来のフルーツエキスを用いた

   低糖飲料Good Moodをインドネシアで発売
 Lucozadeを低糖化してイギリスで

   リニューアル発売

2018年

 “お通じの習慣を改善する”効果が
   期待できるイヌリンを配合した

   おいしい腸活 流
るるちゃ

々茶
（機能性表示食品）を発売
 クエン酸を機能性関与成分とした

   機能性表示食品の炭酸飲料
   スーパーC.C.レモンを発売
 Ribenaを低糖化してイギリスで

   リニューアル発売

2019年

 “悪玉（LDL）コレステロールが気になる方”に
   適した伊右衛門プラス コレステロール対策
（機能性表示食品）を発売
 Oasisを低糖化してフランスでリニューアル発売
 内臓脂肪に着目した機能性表示食品、

   からだを想うオールフリーを発売

2020年

 気軽に“糖質対策”ができる
   伊右衛門プラス おいしい糖質対策
 （機能性表示食品）を発売
 法人向け健康経営支援サービス

 「SUNTORY+」スタート

2021年

 のんある晩酌 レモンサワー 
   ノンアルコールを発売
 ビールど真ん中のおいしさと

   糖質ゼロ※を両立した
   パーフェクトサントリービールを発売
※食品表示に基づき、100mlあたり0.5g未満
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