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株式会社エムステージホールディングス 

 

 

 

事業所向け産業保健サービス、医師人材総合サービスを提供する株式会社エムステージホールディングス（東

京都品川区、代表取締役：杉田雄二）は、2020 年 3 月 4 日開催のイベント「時代を創る 禁煙推進と従業員の

働き方 2020」に協賛します。本イベントは、当社も加入している禁煙推進企業コンソーシアムと公益社団法人 

東京都医師会の主催、東京都の後援（申請中）で開催し、本団体に加盟している企業を代表して 6 社が登壇し

自社の禁煙の取り組みなどを紹介します。 

 

 

 

 

 

 

■協賛背景 

当社は企業の健康経営の軸となる産業保健サービスを提供しており、自身も健康経営には従来取り組んでいま

す。中でも禁煙は喫煙者への禁煙補助（1 年に 1 回、2 万円を補助。最大 3 回まで）や産業医との面談、産業医

の講話を実施など、禁煙を希望する社員へのサポートを行い、喫煙率は 14%（2019 年 11 月時点）となってい

ます。 

加えて喫煙者に対する禁煙のサポートだけでなく、非喫煙者に対しても健康増進をサポートすべく、「健康増進

達成手当※1」「健康増進ボーナス※2」を設けています。 

当社は社員数 130 名の中小企業です。従来、健康経営に関して中小企業のモデルケースになるべく社内環境や

制度などを整えてきました。本イベントに協賛することで、中小企業の禁煙推進、健康経営への取り組みがよ

り活発となることを応援したく思っています。 

 

健康増進達成手当※１：有給休暇消化率 50％以上、会社規定範囲内の残業時間、非喫煙、無遅刻無欠勤、BMI

標準値（健診結果）を年間で達成した場合、年額 3 万円を支給。 

健康増進ボーナス※２：健康リスクの早期把握や健康意識を高めるために１年に 2 万円を上限として、各種が

ん等のオプション健診を会社負担します。（非喫煙者限定） 

 

■ 禁煙推進企業コンソーシアムイベント 

「時代を創る 禁煙推進と従業員の働き方 2020」 

日時： 2020 年 3 月 4 日（水）  

午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分（開場 10 時 00 分） 企業経営層／健康経営担当者向け 

午後の部 14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 報道／メディア様向け宣言イベント 

場所： 東京都医師会館 2F 講堂 

 東京都千代田区神田駿河台 2-5 

出席者：参加企業および団体代表者など（30 企業／団体） 

ゲスト：東京都知事 小池百合子様 

主催： 禁煙推進企業コンソーシアム、公益社団法人 東京都医師会 

後援： 東京都（申請中） 

 

小池百合子東京都知事もご来場 

2020 年 3 月 4 日（水）開催、禁煙推進企業コンソーシアム・東京都医師会主催 

「時代を創る 禁煙推進と従業員の働き方 2020」に協賛 
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【イベント詳細】 

▼午前の部 10 時 30 分～12 時 30 分（開場 10 時 00 分） 

 企業の健康経営担当者／企業経営層向け ※報道関係者の方もお席の用意あり 

＜主なプログラム＞ 

10:38～ 講演「健康経営と禁煙推進」 

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ 統括産業医 

11:00～ 講演「禁煙推進を一歩進めるノウハウ共有」会員企業 

 

▼午後の部 14 時 00 分～16 時 00 分（開場 13 時 30 分） 

  報道関係者向け ※企業の健康経営担当者／企業経営層の方もお席の用意あり 

＜主なプログラム＞ 

14:17～ 禁煙推進先進企業による「禁煙推進と働き方宣言」 

14:33～ 東京都 小池都知事ご挨拶 

14:45～ パネルディスカッション「経営層の役割：企業ならびに社会に対して出来ること」 

 

登壇予定者 

株式会社エムステージホールディングス 代表取締役 兼 グループ CEO 杉田 雄二 

アフラック生命保険株式会社 代表取締役 古出眞敏 

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ コンシューマー・ヘルス・ジャパン代表    

マリオ・スタイン 

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 取締役常務執行役員 小林健一 

公益社団法人 東京都医師会 会長 尾﨑治夫 

ファイザー株式会社 代表取締役社長 原田明久 

ロート製薬株式会社 代表取締役会長 山田邦雄 

 

■エムステージグループについて 

https://www.mstage-corp.jp/  

2003 年、株式会社メディカル・ステージ（現 株式会社エムステージ）を設立。医師の転職や定期・スポット

アルバイトの求職を支援する「Dr.転職なび」「Dr.アルなび」で医師の柔軟な働き方を切り開き、医療機関の採

用課題を解決してまいりました。2016 年からは企業の産業保健活動を支援する「産業保健サポート」を開始。

働く人の健康に寄与し、予防医療の観点から医療費の削減に貢献しています。2019 年 10 月、ブランドリニュ

ーアルを行い、産業保健・医療人材・医療経営の 3 つの領域から医療課題の解決を図るエムステージグループ

として再スタートを切りました。 

 

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞ご取材大歓迎です 

株式会社エムステージホールディングス  広報：本多 

TEL:03-6867-1170／FAX:03-6867-1171／MAIL: y.honda@mstage-corp.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商号  ： 株式会社エムステージホールディングス 

代表者 ： 代表取締役 杉田 雄二 

設立  ： 2019 年 10 月 

資本金 ： 1 億 6,250 万円（資本準備金含む） 

所在地 ： 〒141 ｰ 6005 東京都品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower５階 

事業内容： 持株会社、グループ全体の経営方針策定及び経営管理 

https://www.mstage-corp.jp/
mailto:y.honda@mstage-corp.jp
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禁煙推進企業コンソーシアムイベント 

参加お申込み書（報道関係者用） 

下記の必要事項をご記入いただき、2 月 28 日（金）までに、下記までご返信ください。 

返信先 FAX: 03-6456-2071 / メール: press@kinen-support.com  

 

貴社名 
 
 

媒体名 
 
 

お名前 
 
 

電話番号 
 
 

FAX 番号 
 
 

電子メール 
 
 

備考欄 
 

※ 複数名でご参加される場合は、備考欄に参加される方のお名前、または人数を 

ご記入ください。 

※ 後日個別取材をご希望の場合は、その旨をご記入ください。担当者より折り返 

しご連絡いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜下記 Peatix ページからもお申込みいただけます＞ 

https://peatix.com/event/1425994  

※午前の部、午後の部、ともにご参加可能です 

 

＜イベントに関するお問い合わせ先＞ 

株式会社シーピーユー 禁煙推進企業コンソーシアム担当 

EMAIL: press@kinen-support.com  

米田哲郎（080-1230-4122）※留守電をいれていただければ別途折り返し致します。 

mailto:press@kinen-support.com
https://peatix.com/event/1425994
mailto:press@kinen-support.com

