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ヘルスケア分野における新事業創出のためのアクションプラン 2016 

 

平成 28年 3月 31日 

次世代ヘルスケア産業協議会 新事業創出 WG 

 

 １． 新事業創出に向けた基本コンセプト 

○ 昨年夏以降、地域版次世代ヘルスケア産業協議会（以下、地域版協議会という。）の相

次ぐ設立により、自治体及びヘルスケア事業者の連携は進展。 

○ 今後、2025年に向けて地域包括ケアシステムを構築することとなるが、ヘルスケア産

業がその実現に向けて貢献していくためには、地域の医療・介護等との連携強化が課

題であり、地域版協議会を軸にして、地域の医療・保健・福祉関係者との信頼関係の

構築を図ることが重要。 

○ また、地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みが広まる中、人生の最期の過ごし

方は、国民一人ひとりの価値観に直結するため、「最期まで自分らしく」生ききるため

の多様なニーズに応じた柔軟な仕組みづくりが求められている。 

○ こうした状況を踏まえ、昨年 12 月に「生涯現役社会実現に向けた環境整備に関する

検討会」を新事業創出 WG の下に設置し、「生涯現役社会」の実現に当たっての課題を

4つに整理。 

① 身体の壁（いわゆる現役時代から適切な健康管理が行われていない） 

② 価値観の壁（リタイア後の生活設計や生き方についての意識が低い） 

③ 選択肢の壁（高齢者に適した柔軟な働き方や利用可能なサービスが少ない） 

④ 情報の壁（自らに適した働き方や良質なサービスにたどりつけない） 

今後は、これらの課題を解決するため関係省庁・団体との連携の下、対応していく必

要がある。 

○ また、昨年のアクションプラン以降、食・農や観光といった地域資源を活用した新た

なヘルスケア産業の創出を図ってきたところであるが、2020年のオリンピック・パラ

リンピックに向けて各政策の検討が進展するなかで、スポーツ等のヘルスケア周辺分

野との連携を通じて、更なる新事業創出を図る。 

○ こうしたヘルスケア産業が地域に根ざして事業性と地域貢献性を両立させていくため

には、生活者にとって安全・安心なサービスが持続的・安定的に提供されることが重

要であり、関係法令・制度の明確化やサービス品質の保証等の事業環境の整備を引き

続き推進する。 

○ これらの実施を通じて、「生涯現役社会」を構築し、その実現に貢献する形で、ヘルス

ケア産業の創出・育成を図る。 

参考資料２ 
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 ２． 地域包括ケアシステムの実現に向けた民間活力活用の基本的枠組みの構築 

（１） 地域包括ケアシステム実現に向けた「医福・産官学金」連携に関する基本指針の策

定と地域でのモデル作り 

○ 地域包括ケアシステムの実現を目指して、経済産業省及び厚生労働省が、経済・医療・

介護関連団体等関係者の協力を得て、超高齢社会におけるヘルスケアサービス創出に

向けた基本的考え方をまとめるとともに、公的医療・介護保険にも民間活力の貢献が

期待される分野 ※1を明確にし、「医福・産官学金」（医療・福祉・産業・行政・大学等

研究機関・金融）連携の下で、地域における持続可能なモデル構築を共同で行う旨を

示した基本指針等を策定する。 
 

   （※1 想定される分野のイメージ） 

ⅰ） 現役世代に対する生活習慣病予防 

ⅱ） アクティブシニア世代に対するフレイル予防と社会参画の機会作り 

ⅲ） 健康に不安がある高齢者に対する見守り・生活支援等 

ⅳ） 人生の最期まで住み慣れた場所で心残りなく生ききるための環境整備 

 

 ○ 上記基本指針の策定に当たっては、次世代ヘルスケア産業協議会の下に検討会される

設置して、平成 28年度中にとりまとめる。また、民間事業者、医療関係機関、保険者

等による切れ目ないサービスの提供を行うモデル的な取組を支援し、他地域に横展開

する等、上記指針に基づいた対応を進める。 

 

（２） 地域の高齢者の多様なニーズを満たす健康・生活支援等サービスの収集・見える化 

○ 地域包括ケアシステムの構築に当たって多様な高齢者のニーズが想定される中、2016

年 3月末に、厚生労働省・農林水産省・経済産業省の連名で、「地域包括ケアシステム

構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集（「保険外サービス活用ガイドブッ

ク」）」を策定。 

○ 地域資源を活用した地域包括ケアシステムの構築を促進するため、地域版協議会等を

通じて、地域における取組の情報を集約化し、利用者、保険者、ケアマネジャー等が

アクセスしやすい環境を整備するため、経済産業省・厚生労働省において、保険外サ

ービス情報の一元化を図る取組 ※2を推進する。 

 （※2想定される取組のイメージ） 

ⅰ） 地域版「介護保険外サービス活用ガイドブック（仮称）」を策定 

ⅱ） 高齢者向けサービスをコーディネートするケアマネジャーや地方自治体関係者

への研修・体験の場の創出 

ⅲ） 保険内外のサービスの情報をワンストップで提供する相談窓口の設置 
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（３） 高齢者が最後まで自分らしく生ききるために必要なサービスや社会参加の機会提供 

○ 地域包括ケアシステムの実現や単身世帯の増加により、病院や介護施設のみに頼らな

い、在宅領域における個別化された多様なサービス提供体制の整備が必要。そのため、

ICT を活用した医療・介護・資金・住まい・見守り・就労・社会とのつながり等に関

する広い支援者の多職種連携・コーディネートシステムの確立に向けた実証を行うと

ともに、「在宅版リビング・ラボ（仮称）」の設置等を通じ、統合的な在宅生活サポー

トサービスの開発・実証を行う。 

 

 

 ３． 地域資源を活用した新たなヘルスケア産業の創出 

（１） 「食・農」×「健康」 

○ 地域版協議会等を通じて、生活習慣に配慮しながら地域食品事業者と連携した食生活

の改善による健康づくりと健康に資する農林水産物等の活用を一体的に推進し、地域

の農林水産物の需要創出と地域住民の健康増進を同時に実現可能な食関連ヘルスケア

産業の創出を加速化する。 

○ 既存コホートの活用や食習慣データの集積など、健康に資する食生活のビックデータ

収集・活用のための基盤整備を推進する。ひいては、これらの成果を活用して個別の

生活習慣を考慮した食育へと発展させ、地域の食産業を活用しながら国民ひとりひと

りが栄養バランスに配慮した食生活を実践しやすい環境整備を行う。 

 

（２） 「観光」×「健康」 

○ 消費者が安心してヘルスツーリズムを利用できる環境の整備と市場の発展、関連産業

の活性化を図るため、ヘルスツーリズムプログラム認証制度の創設・運用開始を目指

す。その際、アクティブレジャー認証制度とも連携しつつ、両認証制度の活用促進を

図る。 

○ 糖尿病等の生活習慣病が疑われる者などを対象として、ホテル、旅館等の宿泊施設や

地元観光資源等を活用して行う宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プロ

グラムについて、地域版協議会等を通じて開発・活用を促進する。また、同保健指導

の効果検証のための研究を行う。 

○ ニューツーリズム振興施策の一環として、地域資源を活用したヘルスツーリズムに係

る商品開発やマーケティング、実証実験、プロモーション活動等に積極的に取り組む

地域に対する支援を実施する。 
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（３） 「スポーツ」×「健康」 

○ 地域版協議会と地域スポーツコミッション（スポーツを核とした地域活性化に取り組

む組織）の連携促進を図り、スポーツを通じた地域の健康増進モデルを創出する。具

体的には、新たなスポーツイベントの開催や誘致、地域スポーツの活性化等の活動に

対する支援を強化するとともに、「スポーツ文化ツーリズム百選」（仮称）の選定等、

スポーツ（健康増進活動）と観光を融合させる取組を支援することにより、新たな事

業を創出する。 

○ 国民の行動変容を促すため、参加しやすい新しいスポーツの開発・普及（障害者スポ

ーツ用具の開発を含む）等を進めるとともに、ワークスタイルの変革等を促し、職域

における身近な運動を推奨することで、取り組みやすい健康増進活動を普及する。 

 

 

４． 信頼に足るヘルスケアビジネスを創出する上でのインフラ・ツールの整備 

（１） 健康増進・予防サービスに関するエビデンスの収集・蓄積・評価の仕組みづくり 

○ ヘルスケア分野でサービスの品質や安全性等を見える化するため、アクティブレジャ

ー認証をはじめとする既存の第三者認証制度等の一層の活用促進を図るとともに、事

業者自らが提供サービスの効果・効能を評価し公開することを推奨する。 

○ また、科学的エビデンスに基づいた健康増進・予防サービスの創出を支援するため、

公的研究機関等と連携して、サービスの品質確保に資するデータの収集・蓄積・評価

のあり方に関する検討に着手し、来年度中を目途に具体的な取組を開始するとともに、

その結果の幅広い周知を図る。 

○ ヘルスツーリズム認証制度の創設・普及【再掲】 

 

（２） ヘルスケア産業分野における関係法令の適応関係の明確化（グレーゾーン解消促進） 

○ 産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を活用し、引き続きヘルスケア分野におけ

る関係法令の適応関係を明らかにするとともに、今後同様の事案に直面する新規事業

者の参考となるように、安全性や公衆衛生の観点にも配慮した上で解消事例を整理・

公表していく。 

 

（３） 新事業創出に向けたヘルスケア分野のエコシステム作り 

○ ヘルスケア分野における安心・安全かつ持続可能な事業を創出する観点から、地域経

済活性化支援機構、民間事業者や団体・イベント等と連携しながら、新事業創出に必

要な資金及び事業化支援人材等を一体的に供給する仕組みを構築するとともに、ビジ

ネスコンテスト等を通じた事業化支援プログラムや優良事例の顕彰を実施し、ヘルス
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ケア分野で自立的・持続的にビジネスが創出される仕組み（エコシステム）を構築す

る。 
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＜次世代ヘルスケア産業協議会 新事業創出ＷＧ 構成員（平成 28年 3月 31日現在）＞ 

 

○委員 

青山 充    公益財団法人日本健康・栄養食品協会 事務局長 

秋山 弘子   東京大学 高齢社会総合研究機構特任教授 

新井 広明   日清医療食品株式会社 営業本部在宅配食サービス部長 

有江 勝利   九州ヘルスケア産業推進協議会 ヘルスケアサービス部会部会長 

牛窪 恭彦    株式会社みずほ銀行 産業調査部 副部長 

大原 昌樹   四国の医療介護周辺産業を考える会 会長  

鹿妻 洋之   オムロンヘルスケア株式会社 学術技術部 担当部長 

北川 薫      新ヘルスケア産業フォーラム 代表 

北嶋 史誉    株式会社エムダブルエス日高 代表取締役社長 

紺野 登    多摩大学大学院 教授 

堺  常雄   一般社団法人日本病院会 会長 

泉 陽子    国立研究開発法人日本医療研究開発機構 研究総括役 

関口 洋一   健康食品産業協議会 会長 

妙中 義之   国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

研究開発基盤センター長 

武久 洋三   一般社団法人日本慢性期医療協会 会長 

德田 禎久   北海道ヘルスケア産業振興協議会 会長 

鳥巣 研二   株式会社キースタッフ 代表取締役 

中川 俊男   公益社団法人日本医師会 副会長 

仲田 雄作   一般財団法人日本規格協会 理事 

三澤 裕    テルモ株式会社 秘書室 産業政策部長 

森谷 路子   株式会社コナミスポーツクラブ プログラム統括室 

プロデューサー 

  

○オブザーバー 

全国知事会、全国市長会、全国地方銀行協会 

 

○関係省庁 

内閣官房 健康・医療戦略室 

厚生労働省 医政局、老健局、健康局 

農林水産省 食料産業局 

スポーツ庁 

観光庁 

経済産業省 商務情報政策局（事務局） 

 


