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これまでの取組を踏まえた課題 
○ヘルスケアサービスの需要の顕在化  
 健康に対する意識・動機付けを行う上で、主として個人等に対しては医療機
関等、産業界に対しては取引先、行政の果たす役割が大きい。  
○ヘルスケアサービスを牽引する中核企業の創出、人材の掘り起こし、育成 
 幅広いネットワークや人材を有し、取引の起点、イノベーションの担い手とな
る中核企業の創出と、中核企業をコアとしたコンソーシアム組成が重要。また
、サービスを担う人材の掘り起こし、育成とともに、参入や事業拡大等に伴う
資金ニーズへの対応も必要。  
○利益を生み出す仕組みづくり        
 地方においては、雇用の受け皿となるヘルスケアサービスへの期待は大。
但し、高齢化率、人口規模、産業構造、担い手となる人材等、地域によってサ
ービスがビジネスとして成り立つ条件に差異。 
 ⇒ヘルスケアサービスは複合型かつ地域密着型の産業であることから、 ①地域の固有
資源（温泉等）の活用、 ②医療機関や介護施設、行政との積極的な連携、③サービスを

担う人材の確保と育成（異業種・世代間の交流等を通じた人材育成、休眠有資格者の掘り
起こし）、 ④中核都市レベルで多様な産業群が連携し、新事業を生み出すインキュベー
ション機能を果たす場づくり ／等  仕組みづくりが必要。 ※詳細は、12ページ参照 
 
 
 
 

１．九州ヘルスケア産業推進協議会の概要 
①目 的 ： 「健康寿命が延伸する社会の構築」に資する産業振興  

■医療・福祉機器関連産業の「高度化」と、他産業からの「参入促進」      ■ヘルスケアサービスの創出 

■医療機器とヘルスケアサービスをパッケージとした海外展開                                                                     

②設 立 ：平成２５年７月４日設立（会長：松永 守央 九州工業大学学長）  事務局 ： 一般財団法人 九州産業技術センター 
③対 象 ： 医療機器、ヘルスケアサービス    
④会員数 ： ２５４会員（医療機器等製造業３３％、ヘルスケアサービス業等２５％、大学・研究機関９％、行政７％ その他２６％） 

（産）旭化成メディカル、東郷メディキット、安川電機、正興ＩＴソリューション、総合メディカル、サンキュードラッグ ／他 
（学）九州工業大学、九州大学、九州歯科大学、産業医科大学、長崎大学、立命館アジア太平洋大学 ／他       
（医・介）メディポリス、ピュアサポート ／他   （官）７県３政令市、九州経済連合会、ＰＭＤＡ ／他 
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組織体制（ヘルスケア産業プラットフォーム） 

会 長：九州工業大学 
        学長 松永守央 

顧 問： （一社）九州経済連合会 
       会長 麻生泰 
顧 問： 九州経済産業局 
       局長 廣實郁郎 

医療関連機器部会 ヘルスケアサービス部会 

事務局 
 （一財）九州産業技術センター 

監事 

副会長：旭化成メディカル(株) 
 代表取締役社長 柴田豊 

代表幹事：長崎大学 
      工学部長 石松隆和 

会  員 

組織・財政基盤の強化 
 ・事務局には産業界を中心とした中核企業等から職員派遣 
 ・平成２６年度に会費制導入 
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医療機器関連産業の 
高度化、他産業からの 

参入促進 

医療・福祉機器関連産業、ヘルスケアサービスの創出と集積、積極的な海外展開により、 
「健康寿命が延伸する社会の構築」の実現を目指す。 
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ヘルスケア 
サービス 
の創出 

各種規制、グレーゾーン等把握・検討 

プロジェクトメーキング 
(医工連携事業化推進事業) 

(ロボット介護機器開発・ 
導入促進事業) 

人材の 
掘り起こし 
・育成 

成長戦略・施策情報提供 ／等 

需要づくり、医療機器開発・ヘルスケアサービス開発・提供等、
ヘルスケア産業の自立的な発展に寄与する先導的取組を表彰 

循 環 

医療機器開発・ 
事業化促進 

コンソーシアム 
組成 

大手医療機器 
メーカーと 
地域産業界 

とのマッチング 

ヘルスケア産業 
参入促進セミナー 
（グレーゾーン） 

ポピュレーションセミナー 
 （小規模事業者向け健康経営啓発セミナー） 

“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞 
(九州地域の優れた取組の奨励・普及) 

新たな需要 

プロジェクトメーキング 
(健康寿命延伸産業創出推進事業) 

ICT技術の活用 等 

健康経営等の先進的な取組事例の普及・啓発やスマートウェル
ネスシティ構想の普及拡大、地域資源の活用を通じたヘルスケ
ア産業の創出 

ヘルスケアサービス 

創出・事業化 
コンソーシアム組成 

２.九州ヘルスケア産業推進協議会の事業展開構図 

インターンシップ （大学院生等の医療機器メーカー、サービス業者の医療機関等への派遣）等 

海外展開支援プラットフォーム 

薬事法制研究会 （制度概要から高度化に向けたクラス別対応等） ／等 

セルフ 
メディケーション 

の促進 

医療機器・サービスをパッケージとした積極的な海外展開 
医療機器 
分野 

ニーズ調査 
医療機器分野 
展開研究会 

大手医療機器メーカーと 
半導体・エレクトロニクス 
関連産業との商談会 

医療機器 
分野参入促
進セミナー 

３ 

2 

海外展開研究会 海外市場調査 
2025年度目標 

医療機器輸出額及び 
他地域への純移出分 

【3,000億円増】名目GDP 

医療機器製造許可 
事業所数 

約250事業所 

ヘルスケアサービス 
関連雇用者 
約136万人 

１ 

２ 

４ 
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中核企業の創出 

頂上吊り上げ 
特徴ある九州発 

モデル事業の創出 

 
裾野の形成、人材の掘り起こし・育成 
事業者の集積・現場体感型ニーズ発掘事業 

インターンシップ事業等 委託費・補助金 

参入、創出の促進 

ヘルスケアサービス産業 
創出研究会 

●コンソーシアム組成支援 
 ・先進事例等の抽出・分析と新たなサービ 
  スの提案・実証 
 ・テーマ：美理容、癒やし、高齢者・介護食 
  等 

ヘルスケアサービスの振興 

             
新サービス創出などイノベーションの担い手 ヘルスケア産業 

参入促進セミナー 

海外展開研究会 

●ヘルスケアサービス事業者の海外展開を支援 
 ・専門家による海外展開セミナー 
 ・海外患者受入れに積極的な医療機関の発掘 
 

●参入・市場拡大の促進 
 ・グレーゾーンに係るガイ 
  ドラインの普及啓発 
 ・介護保険制度、ＩＣＴ活 
  用、専門人材の活用等 
 ・休眠有資格者の学び直し   
                等 

健康寿命延伸産業創出
推進事業等を活用予定 

海外における事業性調査 
（インドネシア、タイを予定） 

需要の顕在化 
ポピュレーションセミナー・健康学習出前講座 

「“ヘルスケア産業づくり” 貢献大賞」 

コンソーシアム組成 

■健康寿命が延伸する社会の構築に向け、｢需要の顕在化｣を図りつつ、企業の「参入、創出の促進」、「裾野の形成」、「中核企 
  業の創出」、「頂上吊り上げ」へと支援ステージを高めていく。 
■特に、ヘルスケアサービスの中核となる企業の創出が急務であり、新サービス創出などイノベーションの担い手となる企業を 
   コアとしたコンソーシアムを医療機関等とともに組成し、特徴ある九州発モデル事業を創出。 

海外展開プラットフォーム 

・参入や事業拡大に伴う資 
  金供給等 
・創業補助金の活用 等 

２－①、④.ヘルスケアサービス創出の全体構図 

資金ニーズへの対応 

協議会活動 

・観光資源（温泉等） 
・地元食材を活用した健康 
 食メニュー 等 

地域資源の活用 



■平成２５年度 
  健康増進・予防に係る知見を付与するため、医学部 
   志望の高校生を対象に先進的なサービス事業者へ、 
   また、介護サービス業の魅力の教授を通じた人材確保、 
   育成を図るため、介護福祉士を目指す専門学校生を 
   対象に先進的な介護事業所へ、インターンシップを実施。  
■平成２６年度 
  ｢大学院生等の医療機器メーカーへの派遣｣や、現場ニーズ把握のための｢サービス業者の医療機関等 
    への派遣｣、さらに、海外展開を視野に入れ立命館アジア太平洋大学と連携した留学生のサービス事業  
  者へのインターンシップ等を実施。なお、医療等の現場を離れている有資格者（医師、看護師、薬剤師等）   
   の専門人材や、アクティブシニア等の掘り起こしや育成に向け、関係機関と連携し対応を検討。 

    

２－②.サービスを担う人材の確保・育成 

インターンシップ 

 
・多様なステークホルダーと連携したインターンシップの実施 
  例：大学院生等の医療機器メーカーへの派遣 
           サービス業者の医療機関等への派遣 
           留学生のサービス事業者へのインターンシップ等 
 
・有資格者等の専門人材、アクティブシニアの掘り起こしや育成 等 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・ヘルスケア産業の意義や魅力 
  の教授 
・優秀な人材の確保と育成 
・ヘルスケアサービスの担い手と 
  なる人材の育成 
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 高校生向けインターンシップ 専門学校生向けインターシップ 

協議会活動 



２－③.“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞の創設 

 ヘルスケア産業にかかる九州地域の先導的な取組・活動を発掘し、需要づくり及び供給力の向上に貢献し
たモデル性の高い取組を広く表彰。表彰を通じて、取組・活動を広く奨励・普及させるとともに、これらに続く
新たな取組・活動の創出を狙う。 平成２６年６月１１日 第１回表彰 

観点 分野 定義 

（需要側） 
地域・産業の健康化 需要創出分野 ヘルスケアの需要として、医療機器等の開発・製造、サービス

の開発・提供等につながったことが明白な取組等 

（供給側） 
健康の産業化 

医療・福祉・介護 
機器分野 

サービス分野 

ヘルスケアの需要に応えた医療機器等の開発・製造、サービ
スの開発・提供等をビジネスとして展開しており、今後も継続
的にビジネス展開が見込まれる取組等 

将来性 将来の苗床づくり
分野 

現時点では需要創出に至っていないが、医療機器等の開発・
製造、サービスの開発・提供等の“芽”が明白な取組等  

 “ヘルスケア産業づくり”貢献大賞とは 
  「地域・産業・社会との関わりにより、『健康寿命が延伸する社会の構築』に資する需要づくり、医療機器等
の開発・製造並びにサービスの開発・提供を図り、 ヘルスケア産業の自立的な発展（注）に寄与する取組」を
対象として、賞するもの。（注）産業とは、公的助成を受けずに事業活動を営むもの。 

目 的 

表彰の視点  
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 ①健康長寿の延伸に寄与し、自立的に発展。 ②企業・団体・地域・自治体等への波及効果が期待。 
  

２－③.インセンティブの付与によるムーブメントの醸成 

  “ヘルスケア産業づくり”貢献大賞の創設 

協議会活動 



 
 
 
■ 平成１６年、アンチエイジング医学（抗加齢医学）を地域に根付かせるため設立。 
  代表 つみのり内科クリニック院長 山下積徳氏 
 
■クリニックでの検査結果を踏まえ、栄養講座や運動等の健康サービスを処方する 
  「アンチエイジング医学教室」を展開中。 ＊検査は、患者の同意を得て実施。 
 
 
 
 
 
 
■医師や健康運動指導士、管理栄養士が積極的に関わることでサービスの信頼性が高まり、利用者の 
  モチベーションが向上。 

   ～ アンチエイジング（抗加齢）医学に基づく医師プロデュースの健康サービス～ 

医師による各種検査(クリニック） 
（写真は冷え検査） 

ジムでの運動の様子 
（ツルーバランス） 

 （１）医師と専門家の連携による高品質なサービスの提供 

   有限会社ツルーバランス（鹿児島市） 

・医療機関や専門人材（健康運動指導士等）、個人へのセル 
  フメディケーションの普及啓発 
 
・新たなサービス創出を担う人材の確保と活用（有資格者 
 等）  等 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・医師の診断等、専門的知見に基づく 
  高品質なサービスの提供 
 
 

｢自分を知る｣ 
・血液検査 
・ストレス検査 
・血管年齢検査 等 

｢学ぶ｣ 
・予防医学基礎講座 
・栄養講座 
・運動講座 等 

｢実践｣ 
・運動ジム 
・ヨガ 
・アロマ教室 等 
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九州の事例 

（クリニック） （ツルーバランス） 



ナリス化粧品（株）、麻生介護サービス（株）、国新産業（株）、NPO福祉用具ネット（福岡県） 

■ビューティタッチセラピーとは、高齢者に適した化粧と施術で、肌をケアし、触れることに 
  より、心と肌と体のバランスを整え、生活の質を高める介護美容療法。 表情が豊かになり、 
  コミュニケーション力が向上。免疫力アップ効果が確認済み。 
  〈検証内容と人材育成プログラムの整備〉 
       ・介護従事者による美理容サービスの提供   
       ・美理容サービス従事者による介護サービスの提供  
      ・アクティブシニアによる高齢者の嗜好に合った美理容・介護サービスの提供 
  
■ビューティタッチセラピーを有償サービスとして展開することを目的に、美容と介護人材育 
   成、自助具開発をセットにしたシステムの構築に着手。 
  ナリス化粧品（株）を中核として、麻生介護サービス（株）、国新産業（株）、NPO福祉用具 
   ネットの４社でコンソーシアムを組成。今年度、事業化に向けた介護現場で実証予定。 

～ 介護予防等に寄与し生活の質を高めるビューティタッチセラピー ～ 

 化粧後 

・ヘルスケアサービスと他のサービス産業、アクティブシニア（ヘルスケア 
  サービスＯＢ等）と若者等、異業種・世代間等による相互の知見・ノウハウ 
  の共有、習得のための人材育成プログラム等の整備 
・高齢者の嗜好や特性に合ったサービス提供のためのアクティブシニアの 
  活用と人材育成プログラム等の整備  等 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・新たなサービスに対応 
 する人材の育成と活用 
 
 

 （２）新たなサービスに対応する人材の育成とサービスの向上 
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九州の事例 



   熊本県 糖尿病学会（熊本県） 

■熊本県では、生活習慣病の原因となる肥満者が多く、糖尿病患者やその予備軍が増加。 
  平成25年5月に日本糖尿病学会年次学術集会が開催されるのを契機に、糖尿病の啓発活動を展開。 
  その一環として、 平成24年度から熊本大学 代謝内科学分野が企画立案、熊本県と学会が連携し、 
  糖尿病患者でもカロリーの気にならない外食メニューの開発を県内の飲食店オーナーやシェフに提案。 
 
■健康的な外食メニューを糖尿病対策のシンボルである 
   ブルーサークルから命名し、「ブルーサークルメニュー」 
    として認定。 現在69店舗で提供。 
 
■ブルーサークルメニューの定義 
  総カロリー600kcal未満かつ塩分３g以下のランチ、コースメニュー 
  （開発には、生活習慣病患者に日々対応している病院勤務の管理栄養士が関与） 
 

～ 糖尿病患者が安心・安全、気軽に楽しめる外食サービスの創出 ～ 

 
・外食産業や医療関係者、管理栄養士への健康的な外食メ 
 ニュー（ブルーサークルメニュー等）の普及啓発 
・健康的な外食メニュー作成を担う人材育成プログラム等の整備 
・健康食メニューの認証制度の創設  等 

九州の事例から示唆される事業慣用整備 
 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・外食産業による新たなサービス 
 の創出 
・外食産業と医療関係者、管理栄 
 養士との連携 

 （３）外食産業によるサービスの創出 
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九州の事例 



   株式会社 おとなの学校（熊本市） 

■ 平成18年から介護施設そのものを学校に見立てた介護サービスを開始。 
   ・懐かしさを感じられるよう学校を再現（黒板、チャイム、時間割、制服、校歌など） 
   ・工夫を凝らした授業（国語、理科、音楽など）を介護サービス受給者（生徒）に提供 
 
■「入所者」 
   これまで生活のリズムがなかった介護にメリハリがつき、入所者は勉強を 
   通じて自己実現する意識が芽生え、60％を超える在宅復帰率を実現。 
   「介護スタッフ」 
   入所者の前向きな取組により、介護従事者の精神的、肉体的負担が軽減。 
   介護がやりがいのある仕事となり、低い離職率を達成。 
 
■おとなの学校は株式会社化しており、東京都、埼玉県、大阪府、兵庫県などで 
   フランチャイズ展開。今後は福祉制度が日本と類似している韓国で展開予定。 

～介護現場に学校形式を導入。入所者の高い在宅復帰率と介護従事者の低い離職率を実現～ 

授業風景 

卒業証書を手にする入所者 

・介護度の改善に応じた介護報酬への加算 
 
・事業拡大等に伴う資金ニーズへの対応、海外 
 展開支援 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・介護労働環境の改善と介護従事者のモチ 
 ベーション向上 
・事業拡大 

 （４）高品質なサービスの提供と介護労働環境の改善 
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九州の事例 



平成ＩＴ湯治・メディポリス指宿（鹿児島県指宿市） 

■指宿市では、温泉旅館やホテル等がＩＴ企業や大学と連携して、｢小型の身体 
  計測器｣を用いて砂むし風呂の滞在湯治効果（ストレス、身体の改善）をパソコン 
  画面で確認できるシステム｢平成ＩＴ湯治｣を開発。 
  
■他方、平成23年1月に、陽子線を用いた粒子線治療施設｢（財）メディポリス医学 
    研究財団がん粒子線治療研究センター｣が本格稼働。ホテルや露天風呂、岩盤 
   浴、スポーツジム等が整備された滞在型のがん治療施設。 
  海外の病院と連携し、海外患者も受け入れ中。 

～地域資源と最先端医療を活用したサービスの創出～ 

 ＩＴ湯治 

 
・地域資源と最先端医療サービス拠点等医療機関との連携による 
 ヘルスケアサービスの創出とブランド化 
  例：温泉施設・ホテル、商店街等と連携した検診サービスや地元 
           食在を活用した健康食の提供 等 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

｢キーワード｣ 
・地域資源の活用と連携による 
 地域に根ざした新たなサービ 
 スの創出 
 

   ＜参考＞てくてく歩こう商店街（熊本県八代市 ｢まちなか活性化協議会｣） 
■八代市の中心地にある４つの商店街からなる｢まちなか活性化協議会｣では、登録会員に歩数計を貸し出し、会員同士で 
  歩数のランキングを競い合い、ランキング上位者に商品券を配布。また、会員限定のサービスや専門家による健康セミ 
   ナーや保健師による健康相談も実施。中心市街地の活性化と連携した地域の健康づくりサービスを展開。 

 （５）地域資源を活用したサービスの創出 
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 メディポリス指宿 

九州の事例 



 協会けんぽ大分（大分県） 
～セルフメディケーションを促進する一社一健康宣言～ 

 
・｢健康経営｣実践企業（従業員の健康配慮に積極的な企業）の 
 認証制度の創設 
  例：企業の健康投資費用の税額控除の創設 
    ｢健康経営｣に取り組む企業への金融面での優遇制度 等 

■ 平成25年4月から加入企業を対象にした「一社一健康宣言」を開始（平成26年3月現在で282社が参画）。 
  
■この「一社一健康宣言」は社員とともに経営者が 
  １．健康診断の実施   ２．検査・治療を推奨  
  ３．生活習慣改善支援   の３項目に取り組むことを宣言。 
  宣誓書の社内掲示や朝礼等での復唱を推奨。 
 
■宣言企業に対して、社員の健康支援サービスを提供 
  ・スマートフォンやパソコン上で個人の健康情報が閲覧可能 
   な「生活習慣予防サービス」 
  ・高リスク者への個別面談 等 

｢キーワード｣ 
・企業への｢健康経営｣の普及 
・企業への動機付け（インセンティ 
 ブの付与） 
 

健康寿命延伸産業の振興に向けた環境整備 

 （６）産業界によるセルフメディケーションの促進 
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九州の事例 



◆ヘルスケアサービスは、地方においては、雇用の受け皿として期待される産業の一つ。また、多様な事業が連 

   携して成り立つ複合型産業であり、かつ、地域密着型産業。 

◆本提案では、ヘルスケアサービスを若年層の雇用の場として創出。定着化させつつ、休眠有資格者等の専門人 

   材やアクティブシニアの掘り起こし、活用を通じてさらなるサービス創出を促し、好循環を生み出す。 
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ヘルスケアサービス創出に向けた提案 

プチ・プラットフォームイメージ 
サービス業者、医療機関、介護機関、大学、行政等
の多様なステークホルダーが参加し、地域の将来像
を協議し、取組全体をマネジメント。 

インキュベーション機能 
     
     ・空き店舗等商店街や公共施設を活用 
     ・異業種間、世代間（アクティブシニア 
      と若年層）の交流の場 
     ・休眠有資格者の掘り起こしと活用  等 

ヘルスケアサービス 
以外の事業者  

・ＩＴ、ものづくり、外食産業、 
住宅メーカー 等 

ヘルスケアサービス事業者 
   ・医療、福祉、介護 等 

新たなサービスと雇用創出 

・観光資源（温泉等） 
・食材 等 

地域資源の活用 

地方の中核都市（人口１０万～２０万人規模）にプラットフォームを構築 



ヘルスケアサービスを担う多様な人材の確保・育成・活用 

地域に根ざしたサービスの創出 

  ○医療機関や有資格者等、専門人材へのヘルスケアサービスに関する普及啓発 
  ○多様なステークホルダーと連携したインターンシップの実施 
    ・大学院生等の医療機器メーカーへの派遣   ・サービス業者の医療機関等への派遣  等 
  ○現場から離れている有資格者等の専門人材の掘り起こしや活用（学び直しの場等の整備） 
  ○ヘルスケアサービスと他のサービス産業、アクティブシニア（ヘルスケアサービスＯＢ等）と若者等、異業種・ 
    世代間等による相互の知見・ノウハウの共有、習得のための人材育成プログラム等の整備   
  ○高齢者の嗜好や特性に合ったサービス提供のためのアクティブシニア活用と人材育成プログラム等の整備 

健康寿命延伸産業の振興に向けた事業環境整備 

資金ニーズ・海外展開支援  
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 ヘルスケアサービスの創出・振興には、潜在的な需要の顕在化とともに、同サービス産業を牽引する中核
企業の創出や、サービスを担う人材の掘り起こし、育成が求められる。特に、高齢化、人口減少等の課題先
進地である地方においてもビジネスとして成り立つ仕組みづくりが必要。 

  ○ヘルスケアサービスへの参入や事業拡大、海外展開等に伴う資金ニーズへの対応（ファンド組成や新たな 
    融資制度の創設等に向けた地域金融機関への働きかけ） 
  ○海外における事業性調査等 

  ○地域に根ざしたヘルスケアサービスの創出とブランド化に向けた、地域資源（温泉、食、商店街等）と最先 
     端医療サービス拠点等医療機関との連携 

その他 

  ○インセンティブの付与によるムーブメントの醸成（｢“ヘルスケア産業づくり”貢献大賞｣の創設等） 
  ○健康的な外食メニューの認証制度の創設 
  ○介護度の改善に応じた介護報酬への加算 
  ○｢健康経営｣実践企業（従業員のセルフメディケーションに積極的な企業）の認証制度の創設 
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