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１．本日の議事について 
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○地域版次世代ヘルスケア産業協議会の設置と活用 

○「健康長寿のブランド化」等によるヘルスケアビジネスの基盤整備  

＜地域の取組＞ 

「地域包括ケア」と連携したビジネス 
 

   ・見守り        ・運動指導 
   ・買い物支援  ・食事指導 
   ・家事代行      ・認知症予防 
        など          など 

地域資源を活用したビジネス 
 
 

・地域の食・農・観光施策との連携    
・専門人材、「就業能力・意欲のあ
る高齢者人材」の活用 

生
活
支
援 

サ
ー
ビ
ス 

介
護
・予
防 

サ
ー
ビ
ス 

＜地域横断的なツール＞ 

ヘルスケア・ビジネス育成のための「人」「場」「資金」の供給 
 

 ・ヘルスケアビジネス加速化人材の育成・集積 
 ・リビングラボ等の実証フィールドの提供・ネットワーク化 
 ・ヘルスケアファンド・政策金融・地銀等の活用、大企業との連携 

品質評価の推進とエビデンス集
積・活用 
 

 ・観光×健康（ﾍﾙｽﾂｰﾘｽﾞﾑ）  
 ・食×健康（ｽﾏｲﾙｹｱ食）  
 ・エビデンスの集積・活用 

課題先進国としてのフロンティア
への挑戦 
 

・認知症・虚弱等の地域が直面
する課題のビジネスによる解決
と国際展開 

地域課題・ビジネスモデルイメージの提示と新たなビジネス育成 

○事業環境の 
整備 

地域版協議会の設置 

関係者の糾合と地域 
 としての方向性の提示 
 

 ・自治体関係者 
 ・医療・介護関係者 
 ・民間事業者 
 ・金融機関     など 

グレーゾー
ン解消等の
制度環境整
備 
 
・医療・介護
関連法 
・個人情報
保護法 

○ビジネス創出の基盤整備、先進事例の共有 

地域資源を活用したビジネスの国内外への展開 
 

 ・アウトバウンド 
 （食や健康予防サービスの国際展開等） 
 ・インバウンド 
 （ヘルスツーリズムによる国内外の需要獲得等） 
 
 

＜国の取組＞ 

地域版協議会を支援 

事
業
推
進
上
の
課
題
等 

１．（１）新事業創出ＷＧにおける議論のフレームワーク 
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さらなる需要の拡大には、品質の見える化による信頼獲得が重要（第三者認証等） 4 

○「地域版協議会」を、地域におけるヘルスケアビジネスの中核的基盤として発展させつつ（様々な
機能を付与）、①「地域包括ケアシステム」と連携したビジネス、②地域資源を活用したビジネス
（健康食、ヘルスツーリズムなど）の創出を図る。 

○また、創出されたビジネスの、③諸外国への展開（アウトバウンド）を推進する。 

①については、基本的には「地域密着型」 

②については、インバウンド（地域外からの需要の取り込
み）と、アウトバウンド（地域外へのビジネス（モデル）の
展開）の付加的な視点が存在する。 

 

「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 

「健
康
長
寿
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ラ
ン
ド
に
よ
る
、 

地
域
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外
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サ
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展
開
推
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１．（２）地域におけるヘルスケアビジネス創出の方向性 

インバウンド アウトバウンド 

観光 食 

健康・予防 ヘルス 

ツーリズム 
健康食堂 

地域農産品、 

加工食品等 

温泉、森林等 

保健師、栄養士等 

の専門人材 

健康農産品 

医療・介護 
（公的保険）） 

保険外サービス
の創出 

① 
② ② 

③ 



２．地域資源の活用 

３．アウトバウンド（海外展開） 

１．（３）新事業創出に向けたアクションプラン（案） 

【対応策】 

①「地域包括ケアシステムにおける公的保険外サービ
スの活用促進ガイドブック（仮称）」の策定 

 

②地域版協議会を通じて、民間事業者及び自治体関
係者に展開 

【対応策】 

①第三者認証制度の構築による品質の見える化やブ
ランディング （「健康や介護に配慮した食」、 「ヘルス
ツーリズム」など） 

 

②健康に良いとされる地域農産品のデータベース構築
と活用促進 

 

③地域版協議会を通じた環境整備 （「リビング・ラボ」、
「ヘルスケアビジネス加速化人材拠点」の構築など） 

【対応策】 

①ＪＥＴＲＯと連携した、認知度向上のための諸外国に
おける展示会等の開催 

 

②我が国と同様の課題を経験する諸外国の把握と
マーケット調査 

【背景・課題】 

○地域経済の活性化に向け、地域密着で雇用創出効
果のあるヘルスケア産業への期待は高い。 

○他方、農・食や観光等の地域資源と健康を組み合わ
せた新サービス創出が期待されるが、異分野間での
連携・融合が進んでいない。 

○健康改善等に関するサービス品質が不明瞭である。 

【背景・課題】 

○我が国の超高齢社会の課題を解決するサービスは、
同様の課題を経験する諸外国にも展開可能性大。 

○諸外国での認知度を高めるためには、「健康長寿ブ 

 ランド」の構築が必要。 5 

１．介護分野（地域包括ケアシステム）との連携 

【背景・課題】 

○高齢社会で地域包括ケアシステムの構築を図るた
めには、公的保険外サービスの活用が求められる。 

○公的保険外サービスの推進事例は全国的には十分
に広がっていない。 



２．介護分野（地域包括ケアシステム）との連携 

6 



２．（１） 地域包括ケアシステム構築のための公的保険外サービスの活用 

○ 平成２７年４月から順次施行される介護保険法改正により、市町村を中心とした「地域包括ケアシステ
ム」の構築の動きが加速する中で、民間事業者による公的保険外サービスを適切に活用していくことが求
められる。 

○ 一方、民間事業者が市町村と適切に連携しつつ、公的保険外サービスを推進する事例は全国的には十
分に広がっていない。 

○ このため、「地域包括ケアシステム構築のための公的保険外サービスの活用促進ガイドブック（仮称）」
を策定し、地域版協議会を通じて、公的保険外サービスの拡大を図る。 

＜本年４月施行の介護保険の改正概要＞ 

【改正の主な内容等】 
 地域包括ケアシステム構築を進めるため、生活
支援の体制整備のための事業を介護保険法に
新たに位置づけ（平成27年４月から市町村は順
次取組を開始）。 

 具体的には、市町村が中心となって「協議体」を
設置し、地域づくりの推進のため、多様な関係
主体間の情報共有及び連携・協働の取組を推
進。地域の実情に応じて民間事業者にも「協議
体」に適宜参画いただき、情報交換や連携を行
うことが有効。 

【予算措置】 
 地域支援事業（※）として、平成27年度に１０７
億円（公費ベース）の予算措置 

    ※ 市町村が介護保険財源を用い実施する事業 
 

＜ガイドブックのイメージ＞ 

【内容】 
 主に生活支援、介護予防、介護食の３つの分野
において、公的保険外サービスの具体的な事
例集、事業スキーム、基本的な関連法令との関
係等を示し、事業の創出及びサービス活用促
進を行う。 

 

【作成主体】 
 厚生労働省（老健局）、経済産業省（商務情報
政策局）、農林水産省（食料産業局） 

 

【対象者】 
 自治体関係者、医療・介護関係事業者、民間事
業者 など 

7 



３．地域資源との連携 
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 （１）「健康×食・農」ビジネスの可能性 

 （２）「健康×観光」ビジネスの可能性 



○地域ブランドの確立を支援するた
め、地域で伝統的に培われた「本
場」の製法で、地域特有の食材な
どを用いて「本物」の味をつくり続け
る事業者の【原料】と【製法】を審査
し認定。 
○例えば、減塩食には欠かせない
鰹節の中でも、鹿児島県の伝統製
法によって作られる「枕崎鰹節の本
枯れ節」などが海外マーケットに展
開。 

○現在、食・農産品などの「地域資源」を活用したヘルスケアビジネスの創出や健康や介護等に良
い食品開発の動きがあり、一部は海外への展開も始まっている。 

○今後は、これらのビジネスを「ヘルスケアサービス」として発展させ、我が国の「健康長寿ブランド」
としていくことが必要。 

「健康×農産品」の国際展開 

本場の本物 

「健康×食堂」の国際展開 

タニタ食堂in瀋陽（中国） 

３．（１）①「健康×食・農」への取組事例 

○中国で健康管理食事（食堂）事
業を展開。 
○現地パートナー企業とともに、
「丸の内タニタ食堂」をモデルにし
た「煕康百利達食堂」を瀋陽市に
出店。 
○中国では、糖尿病など慢性疾患
の患者が3億人に達し、国民の生
活習慣や予防医療への関心も高
まっている。 

○噛むこと、飲み込むことに問題が
ある高齢者が増加する中、介護食
品をより身近に活用できるよう、愛
称を「スマイルケア食」とし、普及活
動を実施。 
○小売店等で商品を選択する際に
活用できる早見表「新しい介護食
品の選び方」を公表。スーパーやコ
ンビニなどで活用していただけるよ
う働きかけを実施。 
〇介護食品の潜在的需要は約2.8兆
円との試算もある。 

 

9 

新しい介護食品の普及 

農林水産省 
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四散している食や健康に関する
データベースの整備・連携を促す
とともに、地域版協議会等による
ヘルスケア事業者と農業・食関連
事業者の連携促進や、データの
利活用による産業創出を図る。 

（ex.機能性農産品の医療・介護

施設での活用、加工業者との
マッチングなど） 

健康や介護等に配慮した農産品
や食事に関するエビデンスデー
タベースの構築や、表示・品質
保証に関する枠組みを効果的に
活用するためのガイドライン等を
策定。 

 ※第三者評価も検討。 

地域農産品の掘り出し 
（データベース・地域版協議会等） 

＜地域版協議会等＞ 

＜エビデンスデータベース＞ 

食の品質評価 
（自己評価・第三者評価等） 

海外展開の促進 
（国・自治体等） 

【▲○にんじん】 
（成分） 
・β カロテン： 
（産地） 
・～～～～～ 

我が国発の食・農産品を、諸外
国における我が国地域産品の
認知度向上を図り、「健康長寿ブ
ランドを確立する。 

３．（１）②農産品・介護食のブランディングのための具体的取組（案） 



○現在、我が国でも、地域特有の資源を活用した様々な「ヘルスツーリズム」が創出されつつある。 

３．（２）①「健康×観光」への取組事例 

上山市×温泉・里山・蔵王 

NPO法人熊野で健康ラボ×熊野古道 

 市主導で温泉旅館、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、多くの観光客が訪問。 
 健康関連事業を展開する企 

  業と共同で滞在プランを開発。 
 住民がガイドとして活躍し、 
  雇用の場も創出。 

 熊野古道を活用した、エビデンスに基づく健康保
養プログラムを来訪者へ提供。 

 地域の健康づくりや介護予防へも活用。 
 旅行会社の商品、国内外からの視察多数。 

 
 
 

 （一社）松本観光コンベンション協会主催。 
 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「健康を感じるツアー」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 

  運動指導などを実施。 
 
 

松本市×白骨温泉 自
治
体
主
導
型 

事
業
者
主
導
型 

観光主体型 予防・健康サービス主体型 

 現在、国内各地域（青森県、
新潟県、宮城県、山形県等）
で本取組をモデルとした地
域に取組が進行中。 
 

11 

(株)ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄﾜﾝ・ﾍﾙｽｹｱ×地域観光資源 

 熱海、湯河原、玉造、湯布院、蓼科、別府、愛知、
兵庫等において、健保の保健指導の一環として、
糖尿病のハイリスク者及び軽症患者を対象に、宿
泊を伴う専門スタッフによる継続支援を組み合わ
せた糖尿病予防プログラムを企画。 

 地域観光資源を活用した「医・農商工連携」のトラ
イアルを実施。 

 



地域版協議会等を活用し、自治
体・事業者・地域住民が一体とな
り、ヘルスツーリズムのコンセプト
作りや、推進体制の整備を行う。 

ヘルスツーリズムで提供される
サービスの健康増進効果につい
て、事業者等は科学的根拠に基
づき適切に評価・公表し、サービ
スの質を保証。 

 ※第三者評価も検討。 

コンセプト作り・推進体制整備 
（地域版協議会等） 

＜地域版協議会等＞ 

＜地域資源と連携したサービス＞ 

ヘルスツーリズムの品質評価 
（自己評価・第三者評価等） 

海外プロモーションの展開 
（国・自治体等） 

ニューツーリズムの１類型として、
国や自治体による積極的なプロ
モーションを展開し、海外需要の
取り込みを図る。 
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３．（２）②ヘルスツーリズムのブランディングのための具体的取組（案） 



（参考）品質評価の対象分野 

○品質評価の対象分野は、以下の３つの視点を踏まえ選定。 
    ①品質評価のニーズが高く、産業としての市場規模が大きい又は今後の成長が期待され、かつ健康増

進効果に関するエビデンスの蓄積が進んでいる分野。 

    ②品質評価の基準のフレームとして、インプット（サービスの供給体制等）／アウトプット（消費者の行動
変容の促進等）／アウトカム（消費者の健康状態の改善等）での評価が可能な分野。 

    ③民間事業者等が認証スキームを構築し、自立的な認証ビジネスが持続して提供される分野。 

○今後は、以下の２分野について、品質評価のための第三者認証制度を検討。 
  地域資源を活用した、心身の健康増進を目的とするヘルスツーリズム 
  （地域で生産され、）特色のある、健康や介護に配慮した食 

ヘルスケア産業 

運動分野 健康や介護に
配慮した食 

ヘルス 

ツーリズム 

これまで品質の見える化を実施した分野 

今回品質の見えるかを検討する分野 

引き続き品質の
見える化が必要
な分野を検討 

品質評価の対象分野について 

※保健事業 

13 
※健康投資ＷＧ（第5回）において、本分野
の検討必要性に関する指摘あり。 



４．地域が直面する課題への対応と海外需要の 
取り込み 
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４．（１）地域が直面する課題 

（課題例１）認知症① 

（課題例２）虚弱 

○超高齢社会にある我が国において、各地域が直面する社会課題の解決は喫緊の課題。 
○具体的には、認知症や虚弱（特に女性）等の課題がさらに本格化することが想定される。 

○認知症に関しては国家的取組が開始されたところであるが、各地域が保有する地域資
源や民間ビジネスを活用することにより、更なる解決策を見いだしていくことも重要。 

・高齢者の約４人 
に１人が認知症 
又はその予備群。 
 
２０１２年：７人に１人  
   ↓ 
 ２０２５年：５人に１人  に 

・国を挙げて認知症対策に取組始めたところ。 
 
 

・高齢者の多くは、70代後半から生活自立度 
が急激に低下していく（虚弱化）傾向。 
 

出典：厚生労働省「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究（平成２６年度厚生労
働科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授）による速報値」  

年齢

(70.1%)

(10.9%)

(19.0%)

自立

手段的日常
生活動作に
援助が必要

基本的＆手
段的日常生
活動作に援
助が必要

死亡

15 出典：第１回新事業創出ＷＧ 秋山委員提出資料 

（課題例１）認知症② 

出典：厚生労働省 報道発表資料 



４．（２）諸外国が直面する課題 
○我が国は高齢化比率が現状で２０％を超えているが、今後、多くの国が同様の水準に到達。これ
に合わせて、認知症や生活習慣病の増加も増え、我が国が直面する課題は世界でも解決が必
要な分野となっていく。 
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○認知症や虚弱等の超高齢社会の課題に対して、民間ビジネスとして対応している事例が出始め
ている。今後は、こうした取組を地域の課題解決につなげていくことが必要。 

○加えて、今後、諸外国も徐々に超高齢社会に突入することが想定され、我が国と同様の課題を経
験する可能性が高い。 

○このため、こうした課題に早期に着手できることや「健康長寿国」というブランドを活かして、地域で
の課題解決が国際的に展開できるようにしていくことが重要。 

虚弱へのソリューション リビングウィルへのソリューション 

○近くに身寄りがいない高齢者や障
がい者を支え、充実した生活や希
望するエンディングを実現するため
のサービスを提供。 

日本ライフ協会 

認知症へのソリューション 

○女性向けに30分で手軽にでき
るフィットネスサービスを提供。
（会員数67万人、平均年齢60

歳） 
○介護状態が心配される年代に
対し、肥満予防、筋力アップ等を
図るとともに、食事改善プログラ
ムも実施。健康づくりを通じたコ
ミュニケーションの場にもなって
いる。 

カーブスジャパン 

○例えば、「みまもり
家族事業」では、見
守、身元保証、各種
手続きの代行、郵便
物・金銭管理などの
「暮らしのサポート」、
「万一の時の支援」、
「葬儀・納骨支援」等。 

○公文では、認知症の改善・進行
抑制を目的として｢くもん学習療
法｣を開発。全国1600介護施設
に導入されている。 
○また、認知症予防を目的として
｢くもん脳の健康教室｣プログラム
を開発。保険外事業として、自治

体やNPO等が主催者となり全 

くもん学習療法センター 
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国230自治
体で450回
以上の教室
を開催。 

４．（３）課題に対するビジネスの可能性 

http://www.oradoko.jp/beauty/assets_c/2010/06/5m1-424.html


（参考）健康サービスの国際展開の取組例 

日中高齢者産業交流会 「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21日(土)～23日(月) 
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 参考資料 
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○民間シンクタンクの分析によると、健康維持・増進に資するヘルスツーリズムの市場は、世界的に
も年平均約９％の成長率で拡大し、２０１７年には６８兆円規模になると見込まれている。 

○日本のヘルスツーリズムの市場についても、世界３位の２．９兆円規模（２０１２年）であり、今後も
拡大が見込まれている。 

国名 
市場規模 

(2012) 

ヘルスツーリズム 
（ウェルネスツーリズム） 

旅行者数（2012) 
※内国人含む。 

旅行者数 
年成長率 
（2012-2017） 

 米国 16.7兆円 1億4,137万人 5.8% 

 ドイツ 4.2兆円 4,925万人 4.7% 

 日本 2.9兆円 3,414万人 3.7% 

 フランス 2.4兆円 2,726万人 5.5% 

 オーストリア 1.4兆円 1,129万人 6.9% 

全世界合計 約44.0兆円 約5億2,440万人 8.5% 

【世界のヘルスツーリズム（ウェルネスツーリズム）市場規模】 

出典：Global Wellness Institute「The Global Wellness Tourism Economy」(2013) 

2012年 
44兆円 

2017年 
68兆円 

2012年 
44兆円 

宿泊 
9.3兆円 

食事 
7.2兆円 

買物 
6.5兆円 

その他 
7.2兆円 

交通 
9.2兆円 

活動 
6.1兆円 

１．５倍以上 

に拡大 
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【３．（２）の参考】「健康×観光」ビジネスの国際市場動向 



【３．（２）の参考】「健康×観光」ビジネスの類型 

医療機関における治療 

＜医療渡航＞ ＜ヘルスツーリズム（ウェルネスツーリズム）＞ 

健康予防サービス 
 簡易検査・診断 
 食・農 

 運動    など 

観光 

観光 観光 

タ
ー
ゲ
ッ
ト 

外国人患者及びその家族 国内外の全ての人々 

従
目
的 

主
目
的 

健康予防サービス 
 簡易検査・診断 
 食・農 

 運動    など 

○インバウンドは、①医療機関における治療を目的とする医療渡航、②心身の健康増進を目的とす
るヘルスツーリズム（ウェルネスツーリズム）に大別される。 

内閣官房医療国際展開ＴＦ
インバウンドＷＧで検討 

地域の視点を含め本ＷＧで検討 
21 



○諸外国では、ヘルツーリズムの振興のために、サービスの品質管理や観光当局による強力なプ
ロモーションの展開等が進められている。 

ドイツ 

オーストリア 

ハンガリー 

タイ 

 保健省がタイスパのガイドラ
インと基準を策定し、スパは
保健省の承認、セラピストは
資格取得が必要。 

 タイマッサージは世界的なブランドとして確立され、
仏教的な瞑想やハーブ治療等も実施。 

 保健省と商務省が「Health Tourism Hub of Asia」
等を掲げ、タイスパのコンセプトをプロモーション。 

 州政府が温泉や森林等自然を利用して治療・療
養を行う保養施設を「健康保養地（クアオルト）」と
して認定。現在約３９０箇所が認定されている。 

 温泉やスパで古くから歴史があり、ウェルネス
ツーリスト数は欧州一（年間約３５０万人来訪）。 

 政府観光局が積極的なプロモーション活動を実
施。地方レベルでもプロモーションが盛ん。 

 ２００２年に政府がウェルネスツーリ
ズムについて１３０以上の項目を用
いて評価し、品質評価マークを与え
る「Best Health Austria」を発表。 

 豊富な水資源を背景に、隣国オーストリアと並び
古代ローマ時代からスパ文化が盛ん。 

 スパの多くは地方自治体が
所有。 

 政府観光局が大々的なプロ
モーションを展開、「Spa & 
Wellness」等のキャンペーン
を実施。 

※医師の指示によりクワオルトで治療等を行った場合
には、医療保険が適用される。 
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【３．（２）の参考】「健康×観光」の海外事例 

（出典）タイ国政府観光庁 

（Tourism Authority of Thailand） 

（出典）ハンガリー政府観光局 

（Hungarian Tourism） 

（出典） 
Best Health Austria 

http://www.google.co.jp/url?url=http://besthealthaustria.com/bha/presse_bildarchiv/bilder.asp?navid%3D12&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NiD0VPD2I4rj8AXLqIHQDg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEnp7y_tzdU9NXTPI8RIBscXW7byg


○ヘルスツーリズムの推進のためには、①コンセプトの明確化と地域一体となった推進体制の構築、
②提供されるサービスの品質評価、③プロモーションの展開、が重要。 

①コンセプトの明確化と地域一体となった推進体制の構築 

②ヘルスツーリズムで提供されるサービスの品質評価 

●地域版次世代ヘルスケア産業協議会
等を活用し、自治体、事業者、地域住
民が一体となった推進体制を構築。 

●温泉や森林、食等の地域資源との連
携を図り、その地域におけるヘルス
ツーリズムのコンセプトを明確化。 

●提供されるサービスの品質を適切に
評価し、科学的な根拠に基づき健康
増進効果のあるサービスのみを提供。 

●悪質な事業者を排除し、内外の消費
者が安心してヘルスツーリズムを利用
できる環境を整備。 

●ニューツーリズムの１類型として、積極
的に海外へのＰＲ・プロモーション活動
を実施。 

●旅行会社、航空会社、鉄道会社との連
携や、地域一体となったＰＲ・プロモー
ションを実施。 

③プロモーションの展開 

※訪日外国人の受入環境整備は引き続き着実に実施。 23 

【３．（２）の参考】「健康×観光」の推進施策（案） 



現状（第1回品質評価ＷＧ資料より） 

○健康寿命の延伸、医療費の適正化に資する公的保険外のサービス・製品には、それらの品質を
客観的に評価するための基準やその認証等に関する仕組みが存在せず、需要者である個人や企
業が自らのニーズに即したサービス・製品を的確に選択できていない。 

○一方で、これらの製品・サービスを提供する立場にとっても、それらの品質が優れていたとしても、
需要者に的確に訴求することが難しく、技術の優位性を活かせていない。 

 

 

 

 

＜認証領域の基本的考え方＞ 

○今後とも、下記の3つの視点を踏まえて、品質評価を行っていく。 

①品質評価のニーズが高く、産業としての市場規模が大きい又は今後の成長が期待され、かつ健
康増進効果に関するエビデンスの蓄積が進んでいる分野。 

②品質評価の基準のフレームとして、インプット（サービスの供給体制等）／アウトプット（消費者の
行動変容の促進等）／アウトカム（消費者の健康状態の改善等）での評価が可能な分野。 

③民間事業者等が認証スキームを構築し、自立的な認証ビジネスが持続して提供される分野。 

サービス提供者 
自らの技術・サービスの優位性によ
る差別化がしにくい 

消費者（個人、保険者、企業等） 
客観的な評価基準がないため、良
いサービス等を選択が出来ない 
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【３．の参考】品質評価WGでの検討内容 



医療 介護 健康サービス 

●ベトナムやインドネシアでは、経
済成長に伴い、近年消化器系
疾患が増加。 

●消化器系疾患の早期発見・予
防に高い効果を有する日本式
内視鏡医療に対するニーズが
増大。 

●日本メーカー各社は、内視鏡医
の育成支援を通じた販路開拓
を行うことで、現地の医療水準
向上にも貢献。 

●シンガポール、マレーシア等の
ＡＳＥＡＮ及び中国においては、
進展する高齢化を受けて介護
関連サービスの必要性への意
識が高まりつつある。 

●日本が強みを有するサービス、
とりわけ認知症介護サービス
（グループホーム、小規模多機
能型施設、訪問介護）等の導入
に対するニーズが増大。 

●複数の日本の事業者が、対象
国の制度調査、ビジネスモデル
検証、人材育成 

  の実証などに 

   より、事業化を 

   準備中。 

●インドや中国では肥満などの対
策が遅れており、生活習慣病が
増加。 

●生活習慣病対策として、日本で
実施されている健康維持プログ
ラムや簡易検査等の導入の有
用性に対する理解が進みつつ
ある。 

●複数の日本の事業者が、サー
ビスと関連製品を組み合わせた
パッケージでの事業展開を検討
中。 

○現在、機器とサービスが一体となった、日本式の医療サービス・機器の国際展開（日本式医療拠
点の構築）を推進中。 

○今後は、こうした事業の経験・ノウハウを活用し、「日本式の介護や健康サービス等」の国際展開
を図ることも一案。 
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【４．の参考】「医療の国際展開」の経験・ノウハウの活用 



○先進国のみならず新興国においても、急速に進む高齢化や生活習慣病の増加は、大きな社会問
題となっている。 

○我が国において生まれた、課題解決のための民間サービスが展開するチャンスも大きい。 

インドネシア 

インド 

中国 

ブラジル 

●過去１０年間で糖尿病患者数は３．５倍以上に増
加、９００万人を超えて現在も増加中。 

●また、国民皆保険制度 

  の導入によって人々が 

   病院に押し寄せており、 

   病気の早期発見・予防 

   によるコスト効率化が 

   急務。 

●インドでは太っている＝富・豊かさの象徴と考えら
れているが、都市部を中心に心臓疾患や糖尿病
をはじめとする生活習慣病が急増。 

●特に糖尿病患者は６５００万人を超え、２０３０年
までに１億人を突破するとの予測も存在。 

●政府はがんや心臓疾患への対策を第１２次５カ年
計画（国家建設の基本計画）に位置づけ、対策を
強化。 

●１人っ子政策の影響もあり、高齢化が急速に進展。
高齢者人口は１億人を超え、１人あたりＧＤＰが１
万ドルを超える前に「高齢化社会」に突入。 

●介護その他の生活支援サービスを必要とする高
齢者が今後ますます増加することが見込まれるた
め、政府は２０２０年までに高齢者向けサービスの
費用を一部公費とする制度の整備を検討。 

●また、高齢者向けサービス事業者に対する税制
優遇も実施。 

●経済成長に伴いがんや生活習慣病が増加。死因
の第１位は心臓疾患（全死因の約３１％を占める）。 

●政府は特に７０歳以下の心臓疾患による死者数
を減少させることを目指しているが、増加傾向が
続いている。 

●また、高齢化も進んでおり、高齢者人口は１億４０
００万人を突破。２０２０年には高齢化率が１０％を
突破するとの予測もある。 
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生活習慣病対策 

生活習慣病対策 生活習慣病対策 

高齢化対応 

【４．の参考】課題への各国の取組状況 


