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○人口動態の将来推計等を基に各地域における将来の医療需要を推測すると、地域毎に需要ピークの
パターンが異なる。 
○各地域の供給に関しては、平成27年度には、都道府県が将来の医療提供体制に関する構想（「地域
医療構想」）を策定し、市町村も、「地域包括ケアの構築」に向けて、新たな「介護保険事業計画」を実施。 

○これらの医療・介護の公的保険分野での計画を見据えて、各自治体においては、地域の実情に応じて、
公的保険外サービスの創出に向けた今後の計画を策定していくことが重要ではないか。 

１．地域での医療・介護提供体制に関する動き 

出典：厚生労働省 第１回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会資料より一部抜粋 
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※平成２５年からスタートし
ている医療計画に追記 

第６次医療計画 

第６期介護保険事業計画 

＜地域毎に異なる医療需要の将来予測＞ 

人口ピラミッド 
（2010年） 

医療需要
指数の
ピーク年 

分類される都道府県 

早
熟
型 

～2025
年 

青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、
富山県、長野県、岐阜県、和歌山県、鳥取
県、島根県、岡山県、山口県、徳島県、香
川県、愛媛県、高知県、長崎県、大分県、
宮崎県、鹿児島県 

中
間
型 

2030～ 

   
2035年 

北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、
静岡県、三重県、、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、広島県、福岡県、佐賀県、熊
本県 

晩
成
型 

2040年
～ 

東京都・神奈川県・愛知県・ 
滋賀県・沖縄県 

例：高知県 
75歳 

65歳 

例：宮城県 
75歳 

65歳 

例：東京都 
75歳 

65歳 

出典：経済産業省 第６回日本の「稼ぐ力」創出研究会資料より一部抜粋 

＜医療・介護提供体制の見直しに係る今後のスケジュール＞ 
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○先進自治体では、各地域の実情に応じた公的保険外サービス創出に向けて、自治体が中核と
なって関係者を集め、地域版協議会等を活用して、今後の方向性を検討する動きが活発化。 

○具体的には、①「医・農商工連携」など「健康×食」による地域独自の新商品・サービスの創出や、
②地域の温泉や自然等を活用した「健康×観光」によるヘルスツーリズム などの取組が顕著。 

Ⅰ－２．先進地域におけるヘルスケアビジネス創出の動き 

＜「健康×食」＞ 
（医・農商工連携） 

＜「健康×観光」＞ 
（ヘルスツーリズム） 

白骨温泉では、温泉旅館と弁当業者、
地元病院・医師会等が協力し、３泊４
日のヘルスツーリズムを企画。 
医師による健康相談、管理栄養士監
修の食事提供、理学療法士による運
動指導などを行っている。 

長野県松本市における取組 

上山市では、温泉旅館、商工観光
業者、医療関係者が連携し、地域
資源を活用したクアオルト健康
ウォーキングを実施。市民の他、
多くの観光客が訪れている。 
住民がガイドとして活躍しており、
雇用の場も創出されている。 

山形県上山市における取組 

北海道における取組 
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○まち・ひと・しごと創生本部は、本年12月に国としての「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

予定（法案について現在国会審議中）。これを踏まえて、来年度には、各地域（都道府県・市町
村）が自発的に地域版「総合戦略」を策定予定。 

○今後、地域における公的保険外サービスの創出に関しても、地域の自発的な取組を国が後方
支援することを基本とした上で、積極的な自治体と連携し、成功事例を生みだしていくことが重
要ではないか。 

Ⅰ－３． まち・ひと・しごと創生本部の動き 
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＜まち・ひと・しごと創生法案の概要＞ 



①地域において、「公的保険内サービス」を基礎とする、住まい・医療・介護等が一体的に提供される 
「地域包括ケアシステム」の実現を図り、 

②上記を補完する形で、運動・栄養・見守り・買い物支援等の医療・介護周辺サービスを、グレーゾーン
解消制度等を活用し、「公的保険外サービス」として育成し、 

③さらに、医療・介護関係者や公的保険外サービス提供者が、農業・観光等との地域産業との連携に
よる新たなヘルスケアビジネスを創出することを支援する。 

④ヘルス・ツーリズム等により海外需要の取り込みを行った上で、「健康長寿国」ブランドを活用した、地
域発サービスの国際展開も視野に入れていく。 

Ⅱ－１．地域における「ヘルスケア産業」育成の考え方（基本コンセプト） 

5 

【地域経済における予防・健康管理サービスの役割】 

医療・介護 
（地域包括ケア） 

公的保険外の 
運動、栄養、保健サービス等 

農業・観光等の地域産業との連携 
（医・農商工連携等） 

地域の経済活性化と医療費適正化 

地域医療・介護 
体制の構築 

新産業創出 

① 

② 

③ 
海外需要の取り込み 

国際展開 
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○各地域においては、「地域包括ケアシステム」により、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提
供される姿を目指していくこととなる。 

（厚生労働省） 

① 

Ⅱ－２ 「地域包括ケアシステム」（公的保険内サービス） 
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○「地域包括ケアシステム」を補完し、地域での高齢者のＱＯＬを確保する観点から、①検診・健康維持・増
進等の健康予防サービス（早期予防市場）や、②運動・栄養指導、配食、見守り支援といった慢性期生
活支援サービス（重症化予防市場）を、公的保険外サービスとして、地域の実情において確立していくこ
とが必要。 

Ⅱ－３ 医療・介護周辺サービスのイメージ（公的保険外サービス） 

個人（高齢者） 

多様な 
サービスを 
コーディネート 

医師/診療所・病院                       
 

看護師/訪問看護ステーション 
 

ケアマネージャー 

公的保険
で定められ
たサービス 

団地の活用・健康住宅 

公的保険内 公的保険外 

配食 

栄養指導 

移送・外出支援 

保険外の 
多様なサービス 

公的保険外の周辺サービスま
で提供することで、多様で分厚

いサービスを提供。 

医療・介護 

家事（買物）支援 
見守り支援 

予防・検診 

運動指導 

② ① 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://e-poket.com/illust/img/illust/ma_157.jpg&imgrefurl=http://e-poket.com/illust/ma_157.htm&usg=__XXjcIpcuQcc78l1mV1QWQuE_D0M=&h=176&w=210&sz=24&hl=ja&start=1&sig2=VPqvxybDvqM7EjUSp9SYKw&zoom=1&tbnid=sM-Q2k-RzgeggM:&tbnh=89&tbnw=106&ei=13CTTMOvGIS2vQOC9vXmAw&prev=/images?q=%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&um=1&hl=ja&lr=&tbs=isch:1&um=1&itbs=1


Ⅱ－４．地域資源を活用した新たなヘルスケアビジネスの創出イメージ 

○健康・予防サービスを中核として、「食」・「観光」などの地域資源との連携により、地域に人を呼
び込み、雇用を創出する産業を育成することが重要ではないか。 

○地域発の「健康×食」サービスにより、地域外・国外へのサービス展開を目指すとともに、「健康
×観光」サービスにより、国内外の需要を地域の成長に取り込み，アウトバウンド・インバウンド
双方での活性化を狙う。 

観光 食 

健康・予防 

＜地域資源の活用＞ 

ヘルス 
ツーリズム 健康食堂 

地域農産品、海産物等 温泉、森林等 

保健師、栄養士等 
の専門人材 

地域の新産業（雇用）の創出 
住民の健康寿命延伸 
医療費の適正化 

健康食品 

「健
康
長
寿
」ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
、 

地
域
外
・国
外
の
観
光
客
等
の
呼
び
込
み 
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寿
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ラ
ン
ド
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よ
る
、 

地
域
外
・国
外
へ
の
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
展
開
推
進 

医療・介護 
（公的保険）） 

保険外サービス
の創出 

③ 
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○「医療・福祉」を中心とした産業は、地域経済の付加価値額及び雇用者数の１０％以上を占める
地域の基幹産業。今後は、以下の４つの課題に対応することで「公的保険外サービス」を発展さ
せ、「産業化」していくことにより、地域経済・コミュニティの活性化を図る。 

Ⅲ．地域の「ヘルスケア産業」の課題 

○「公的保険外サービス」を創出するには、公的保険との役割分担を規律で
きる、医療・介護事業者、自治体等との連携が必要。 

○現状では、地域のビジネスとして成立しうるモデルが共有されておらず、
関係者が集う「場」も少ない。 

＜課題１ ビジネスモデルの未成熟＞ ＜課題２ 担い手及び人材の脆弱性＞ 

○現状では、公的保険内の事業者が大宗で、保険外サービスの担い手が
脆弱。新たな事業を立ち上げる地域人材も不足。 

○加えて、ヘルスケアビジネスを支える専門人材（保健師、管理栄養士等）
やアクティブシニアの確保・活用も道半ば。 

＜課題４ 地域資源活用のための知見不足＞ 

○地域の事業者は中小・零細が多く、これらの者が新たな事業を立ち上げ
るための資金面での供給主体が少ない。 

○他方、地域金融機関からの資金供給は必ずしも十分でない。 

＜課題３ 資金供給経路の不足＞ 

○ヘルスケアサービスとして活用しうる地域資源（食や観光等）の品質の見
極めやその供給体制が不備。 

○有望な資源があっても「ビジネスモデル」や「市場」につながっていない。 

・医療分野等のグレーゾーン解消による新ビジネスの創出 
・やる気のある自治体、医療・介護関係者、事業者を糾合した 
 「地域版ヘルスケア産業協議会」でのビジネスモデル開発支援 

・新たな保険外サービスに対する実証支援と経営支援人材の供
給による「担い手」育成 
・保健師・栄養士の専門人材やビジネススキルを持った退職者 
 の発掘・マッチング支援 

・地域金融機関からの資金供給の呼び水として、ヘルスケア
ファンドによる出資と政策金融による低利融資制度の創設 

・「地域版協議会」で医・農商工連携を促進 
 ※食品の品質評価は、農水省等による別途の取組が必要 
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事業戦略 

詳細策定
期 

ビジネス 

展開着手
期 

成長期 
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「次世代ヘルスケア産業協議会」で議論を推進、関係省庁とも連携・協力 

○これらの新たな産業創出を、フェイズに応じて一気通貫で支援するため、各省の施策メ
ニューに横串を通す「地域ヘルスケア・イノベーション・ハイウェイ（HIHi）」を整備していく
ことが重要ではないか。 

Ⅳ．地域ヘルスケアビジネス創出支援に向けたイメージ 

地域のヘ
ルスケア課
題の発掘・
発信期 

地域の事
業者の発
掘・育成 

ビジネス
コンセプ
ト設計期 

ビジネス
モデル策
定・実証
期 

②ビジネス実証期 

③ビジネス立ち上げ期 

地域版「次世代ヘルスケア
産業協議会」 

ファンド 

Ex) 地域経済活性化支援機構 

①地域課題・担い手育成期 
  （各地域毎に検討） 

新規ヘルスケアビジネス
を検討する事業者・コン

ソーシアム等 

（全国で展開可能性のある事業を想定） 

地域金融機関 

担い手育成  
課題・ニーズの発掘  など  

ビジネス実証の支援  など 

リスクマネー等の資金供給 など 
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Ⅴ．今後の取組方針について 

○次世代ヘルスケア産業協議会として、地域において 

 ヘルスケアビジネスを創出していくための基本的な考
え方や今後の取組方針について、とりまとめていくこと
が必要ではないか。 

 

○上記方針の策定にあたっては、まち・ひと・しごと創生
本部や関係省庁との連携、地域自治体等との協働をす
すめながら、具体的内容を検討してはどうか。 



＜参考資料＞ 
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＜ヘルスケア事業者からの声＞ 
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（参考１－１）地域の「ヘルスケア産業」創出上の課題に対する自治体・事業者からの声 

 

＜都道府県・市町村からの声＞ 

・地域医療に関わるプレイヤーが協業するインセンティブが働かず、バラバラに非効率な医療が提供されている。 
・責任範囲や法的影響範囲が不明確で、他業種とのコラボなどが他ビジネスと比較して難しい分野。 
 
・ﾍﾙｽｹｱビジネス全体の認知度や住民の健康意識に問題。地域では保険外サービスは認識されていない。 
 
・高度なサービスの開発・提供やビジネスモデルの構想・推進と、地域密着サービス事業者との連携。 
 
・市場ニーズの高さが魅力的な一方で、責任の範囲が不明確ゆえの事業リスクの高さが問題。 
 
・医療・介護・保育を含むヘルスケア分野での情報通信インフラの無償化を希望。 

・医療・介護を担っている医療機関や福祉施設、法律で事業実施義務を負っている基礎自治体との連携が重要。 
 
・健康改善による費用の低減に対し、個人や企業にメリットが享受される仕組みがあると、ビジネス参入しやすくなるのでは。 
 

・医療・介護そのものを所管する健康福祉部にビジネスとしてのヘルスケアという認識は希薄。県組織が一体となって取り組
んでいくことが課題。 
 
・企業や地域の創意工夫により実績を上げた取組の他地域展開の促進。 
 
・グレーゾーン解消の更なる促進、医療・福祉業界団体と地域中小企業とのビジネスマッチング機会創出。 

課題１：ビジネスモデルの未成熟 



＜ヘルスケア事業者からの声＞ 

＜都道府県・市町村からの声＞ 

・地域でのヘルスケアビジネスを推進するリーダーの不在、人的資源の有効活用が課題。 
 
・ﾍﾙｽｹｱに限らないが、前向きに取組を促進し、助言・牽引し、拡散する人材の不足。 
 
・地域で事業の主導者となる組織（人材）が不在。そのため仕組みがあっても資金負担者がいないケースが多い。 
 
・技術や知恵を持った人材がその地域にどれだけ存在し、活用されているかを把握することが必要。 
 
・人材、施設、資格等の認定基準の策定が必要。 
 
・起業家に占める医療・介護サービス経験者の少なさが課題。 

・まだ市町村の体制も不十分な地域包括ケアシステムの構築のために、橋渡し人材の育成やICT活用により解決していく必
要がある。行政分野や産業間を越えた取組が必要なため、省庁連携も今後さらに重要になる。 
 
・ヘルスケアビジネスに参入しようとする企業や大学等を結びつけるコーディネータの派遣や、そうした人材の育成支援。 
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（参考１－２）地域の「ヘルスケア産業」創出上の課題に対する自治体・事業者からの声 

 
課題２：担い手及び人材の脆弱性 



＜ヘルスケア事業者からの声＞ 

＜都道府県・市町村からの声＞ 

・スタートアップに当たり、FS等への資金援助があるとビジネス創出しやすい。 
 

・ベンチャー企業（ヘルスケア事業外からの新規参入）への金融支援、ベンチャー企業と医療の現場や大学等とのマッチン
グの場の提供を整備してほしい。 
 

・ヘルスケアビジネスは幅が広く事業としての把握が困難なので、自治体ベースで企業を収集し、ヒアリングや事業計画策
定をしたほうが事業者にもメリットがある。 
 
・ヘルスケア分野に進出する際の補助金の充実が必要（静岡銀行）、小規模事業者への助成制度。 
 
・個人の健康度合いに応じ、健康保険料や生命保険料の負担が変動する制度の構築。 

・特に過疎・高齢化地域でビジネスを行う事業者に対する財政的支援や経営指導が必要。 
 
・全国一律ではなく、地域単位での取組に柔軟に対応できる資金支援制度。 
 
・モデル的な地方のビジネスに対する財政支援、アドバイス、事例紹介など。 
 

・社員のヘルスケアに取り組んでいる企業に対する税制優遇措置や、健康投資事業への補助などの支援措置、インセン
ティブ制度の導入が効果的。 

15 

（参考１－３）地域の「ヘルスケア産業」創出上の課題に対する自治体・事業者からの声 

 
課題３：資金供給経路の不足 



＜ヘルスケア事業者からの声＞ 

＜都道府県・市町村からの声＞ 

・ヘルスケアサービスには、地域に存在する森林の活用が重要。企業と地域が自然体験とメンタルﾍﾙｽｹｱビジネスを組
み合わせた取組を積極的に推進することも一案。 
 
・企業がこの分野に進出するため、各地域の情報公開を進めることが重要。 
 

・入札時に地域内企業が有利に設定されているなど、地域外にある企業の参入障壁を感じる。地域外企業が参入すれ
ば雇用創出や競争原理による品質向上など、将来の地域全体の発展に寄与できる。 
 

・地域における資産をフラットに評価し、有効利用することが大事。縦割り行政の弊害を排除する「特区」」的な思考が必
要。 
 

・製造業は世界一・ニッチトップになる必要があるが、地域産業では地域で一番・オンリーワンになる必要があるので、他
地域のベストプラクティスを学び会う機会の提供が必要。 
 
・ヘルスケア目的に限定し、自治体等が保有する個人情報の民間提供。 

・地域の特色を活かした成功事例の紹介や産学医等の連携を促進する組織への支援。 
 

・地域の中小事業者は新たなビジネスを切り開く素質が十分にあるとは言いがたく、全国の成功事例を学ぶ機会を設けてい
くべき。 
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（参考１－４）地域の「ヘルスケア産業」創出上の課題に対する自治体・事業者からの声 

 
課題４：地域資源活用のための知見不足 
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１ 健康産業フォーラムの開催 
  ・先端的な健康・医療情報の共有化を図るとともに、ビジネス化の可能性を検討 
２ 現場ﾆｰｽﾞの調査研究 
  ・要介護者・介護者のニーズ、病院・介護施設・高齢者関連施設のニーズを把 
   握し、会員への情報提供 
３ 実用化検証の実施 
  ・会員企業の提案に基づいて製品・サービスの実用化検証を実施 
  ・事業費１００万円上限（会員企業負担１／４相当額）に助成 
４ 国、県の補助事業への申請支援、相談業務 
  ・経済産業省等国、長野県などへの補助事業申請を支援する 
  ・認証、薬事関係情報、販路など担当コーディネータが支援 
５ 「健康経営」に関する地元企業への普及啓発 
６ 世界健康首都会議の開催 
  ・産業面、健康基盤面から「健康寿命延伸都市・松本」構想を世界に向けて 
   発信 

○長野県松本市では、「健康寿命延伸都市構想」の実現という目的の下、市長のイニシアティブで、
平成23年7月に「松本地域健康産業推進協議会」を設立。県、周辺自治体、大学、商工会議所、
事業者、金融機関、医療・介護関連機関など、108企業・団体が参加。 

○ヘルスケア産業の創出に向けて、セミナー等の開催や市民ニーズ調査の実施、個別企業の実
証事業の支援、企業や行政とのマッチングなどを実施。 

（参考２）先進自治体における取組 ～ 長野県松本市～ 

協議会の事業内容 

会員企業と市施設での実証事業 

コンビニでの健康相談 



（参考３）地域における保険外サービス創出に向けた動き 

北海道ヘルスケアサー
ビス創造研究会 

新ヘルスケア産業フォーラム 
（中部） 

四国の医療介護周辺産業を
考える会 

九州ヘルスケア産業推進協
議会 

○“あづましい”の拠点（もう
一つの居場所）の提供 

○道産食材を活用した医・農
商工連携 等 

○イベント、セミナーの会員への
提供。新事業展開・参入等の支援 

○部会活動により、新たなモデ
ル・事業を創出 等 

○ヘルスケアサービスの創出（参
入促進セミナー等） 

○医療機器関連産業の高度化、
他産業からの参入促進 等 

○情報交流支援、情報提供 
 フォーラムの開催など 

○マッチングサイト”switch” 
 の利用 等 
 

松本地域健康産業推進
協議会（長野県） 

健康ビジネス協議会
（新潟県） 

青森県ライフイノベーション戦略 

長崎県の介護周辺・健康 
サービスを考える会 

大阪市都市型産業 
振興センター 
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（参考４）新興国での我が国の健康・予防サービスの認知度向上の取組 

日中高齢者産業交流会 

○健康・予防サービスは、生活習慣病対策の重要性が増す新興国においても重要。 

○ＪＥＴＲＯと協力し、新興国でのセミナー・展示会の開催を通じた我が国の健康・予防サービスの
認知度向上、本邦企業と海外ニーズのマッチング機会提供等を実施し、海外展開を推進。 

「日本型健康長寿社会ビジネス」広報事業 

アジア等に比して競争力ある「健康長寿」を切り口とした様々
なビジネスを、複合的に紹介・広報するイベントを実施し新興
国における「健康長寿」に関する本邦企業のビジネス基盤を
確立し、双方のビジネス促進を図る。 

今後急速な高齢化が見込まれている中国では、市場全体は
まだ未成熟な状況。セミナー及びミッション派遣を実施し、中
国の現状把握、政府関連部門との関係構築、ビジネスパート
ナーの発掘を通じて、本邦企業による中国展開をサポート。 

 商談会に日本企業16社、
中国企業17社が参加。 

 商談件数72件中、「今後

も継続してコンタクトした
い」というものは42件。 

（例）日中（大連市）高齢者産業交流会、商談会 

セミナー会場の様子 

商談会の様子 

 セミナーの参加者は201社。 

 日中双方の著名人よる講演
等を実施。 

 本年度は、ミャンマー国ヤンゴン市内で開催。 
 開催時期：2015年3月22日(日)～23日(月) 


