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「ヘルスケア産業の最前線２０１６」実施概要 

ヘルスケア産業の最前線2016 概要 

第１部 

地域を支えるヘルスケアサービス事業者
の事例紹介 
主催：厚生労働省・経済産業省・公益社団
法人日本医師会 

公的保険外で、地域の医療機関等と連携しつつ、
安心・安全なヘルスケアサービスを、継続的に提供す
る事業者の取組事例について紹介し、今後地域でヘ
ルスケア事業に取り組む事業者に対して、地域への
貢献と事業性を両立できる事業設計への気付きを
与えることを目的として開催。 

第２部 
平成２７年度健康寿命延伸産業創
出推進事業 成果報告会 
主催：経済産業省 

経済産業省委託先のコンソーシアムより、本年度の
委託事業の成果の中から、他の自治体、事業者等
に展開すべき事業の結果報告を行う。 

第３部 

ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト
2016 
主催：経済産業省 
協力：厚生労働省・株式会社地域経済活性
化支援機構・独立行政法人中小企業基盤整
備機構 

次世代を担う事業者の発掘・育成等を図るため、新
たなビジネス創造にチャレンジする企業を応援するコン
テストを開催。なお、国内外におけるヘルスケアにかか
る各種イベント・プログラムと広く連携し、ヘルスケア領
域における大きな潮流を生み出していくことを目指す。 

 様々な公的保険外の予防・健康管理サービスを創出し、利活用の促進
を図るため、平成２８年３月１４日に、「ヘルスケア産業の最前線２
０１６」と題した３部構成のイベントを開催。 

 具体的には、①地域の医療機関等と連携したヘルスケアサービス事業者
の事例紹介、②今年度経済産業省委託事業の成果報告、③新たなヘ
ルスケアサービス創出に取組む起業を応援するビジネスコンテストを実施。 

 当日は定員（400名）を上回る492名の来場者を集客。 
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グランドオープニング挨拶 
経済産業省：安藤商務情報政策局長、
厚生労働省：唐澤保険局長 



「ヘルスケア産業の最前線」実施概要 
第１部：地域を支えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介 
 

 

事例概要 

事例① 

軽度認知機能低下(MCI)予防
のための統合プログラムの開発と事
業展開 
／(株)ルネサンス 
取締役常務執行役員 
髙﨑 尚樹 氏 

軽度認知機能低下(MCI)を早期に
発見し進行を予防するため、運動・
食事・睡眠の3つの要素を統合した
プログラムを開発。東京都豊島区・
香川県三豊市で行った実証成果
（実行機能・宣言的記憶機能の改
善の成果、地域住民・自治体との連
携等）を紹介。 

事例② 

地域の観光資源を活用した、楽
しみながら効果につながる新しい
保健指導「スマートライフ・ステイ」 
／(株)ベネフィットワン・ヘルスケア 
取締役 
河原 章 氏 

生活習慣病の対策として、医師の監
修の元、地域の観光資源を活用し
ながら宿泊を伴う保健指導プログラ
ムを開発し、糖尿病のリスク保有者
に対して提供することで、その効果検
証を行った事例を紹介。 

事例③ 

少額短期保険（ミニ保険）を活
用したヘルスケアのインセンティブ 
／アイアル少額短期保険(株) 
代表取締役社長 
安藤 克行 氏 

現在、商品化を進めている「健康に
なればなるほど保険料が割引される
医療保険」についての紹介。毎年の
健康状態に応じた保険料の割引
（インセンティブ）によって保険加入
者（被保険者）が健康管理に対す
る意識を高めることや、未病予防医
療の大切さを啓蒙していくこともコンセ
プトとしている。 

第１部開催挨拶 

公益社団法人日本医師会 今村副会長 

事例紹介の様子 

講評者左から、江崎ヘルスケア
産業課長、宮本保険課長、今村
副会長 

発表者：ルネサンス高崎氏 

 第１部では、厚生労働省・経済産業省・公益社団法人日本医師会の主催のもと、「地域を支
えるヘルスケアサービス事業者の事例紹介」と題して、3件の民間事業者の取組みを、主催者側
との質疑・講評を交えながら紹介。 

事例紹介の様子 

発表者：ベネフィットワン・ヘルスケ
ア河原氏 2 



「ヘルスケア産業の最前線」実施概要 
第２部：平成２７年度健康寿命延伸産業創出推進事業 成果報告会 
 第２部では、今年度経産省委託事業の成果報告として、特徴的な６事業の成果を報告。ま
た、ホワイエでは、今年度委託事業実施コンソーシアム27件の成果展示を行った。 
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成果報告概要 

① 
健康経営に貢献するオフィス環境の調査事業／(株)
イトーキ 

疫学調査と事例調査を通じて、オフィス環境が健康経営に及ぼす影響を明らかにし、健康経営の視点からオ
フィス環境づくりに取り組む企業を社会的に評価する仕組み（表彰・評価制度）の検討を行った。 

② 
成果報酬型ソーシャルインパクトボンド構築推進事業
／(株)公文教育研究会 

ソーシャルインパクトボンド（SIB）のヘルスケア分野への導入に向け、認知症予防・重症化予防サービスの
実証評価や検討委員会等を行い、日本でSIBを導入するための基本的な考え方の整理を行った。 

③ 
市民との共創による松本ヘルス・ラボ構築事業／NPO
法人SCOP 

市民との共創(市民の商品企画への参加、市民のニーズ・マーケティング調査等)によるビジネス創出と健康
づくりを同時に実現する「松本ヘルス・ラボ」を構築し、持続的・自立的に運営するビジネスモデルを確立した。 

④ 
ながさき介護周辺サービス創出推進事業／(株)くまも
と健康支援研究所 

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を目指し、旅館・ホテル・温泉施設・飲食店・商
店街等の民間遊休資源の活用による通いサービスの開発、実証、効果検証等を行った。 

⑤ 
オムニアプローチによる中小企業家族ぐるみ健康増進
プロジェクト ／(株)サンキュードラッグ 

ドラッグストアを拠点に健康データ取得環境の構築及び取得データに基づいた薬剤師や管理栄養士、登録
販売者による健康アドバイスの実施による受診勧奨を実施した。 

⑥ 
「プチ湯治とヘルスケア」四万せんか／（公財）群馬
県観光物産国際協会 

四万温泉という地域資源を活かし、観光客に自身の健康状態や生活習慣を振り返っていただく機会を組込
み、地元ならではの地野菜などを活用した滞在型ヘルスツーリズムを開発した。 

成果報告風景 コンソーシアム成果展示 

発表者：くまもと健康支援研究所 
松尾氏 



「ヘルスケア産業の最前線」実施概要 
第３部：ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2016 
 第３部では、今年度テーマ「動き始めた次世代のヘルスケア産業」のもと、国家課題を解決する
ためのビジネスに取り組む事業者のうち、書類審査・プレゼン審査を通過したファイナリスト5社に
よる最終プレゼン（公開審査）を実施。 

 グランプリとして、遠隔診療（再診）・健康相談サービス「ポケットドクター」を展開するMRT株式
会社が選定された。 

ファイナリストプレゼン概要 

① 糖尿病の方とも一緒に食べられる
ごちそう／株式会社 竹屋旅館 

医療機関、研究機関、生産者らと連携しサプライチェーン
を構築、独自の調理法を組み合わせた糖尿病の方も食
べられるレシピを確立し、患者も健常者も一緒に楽しめる
時間を提供している。 

② 
自宅で薬剤師に相談しながら薬
を手に入れられるWEBサービス
「ミナカラ」 ／株式会社ミナカラ 

一般用医薬品を購入できるWEBサービスや、購入後の
医薬品（処方薬を含む）を薬剤師が迅速に自宅までお
届けするサービスを提供。薬の選択や服薬中の疑問・不
安を解決する等、効果的な服薬管理を提供している。 

③ 

赤外線センサーを使用した無接
触・無侵襲の体動検知装置を装
備した医療機器・介護機器の製
造販売／株式会社イデアクエス
ト 

赤外光を使用した独自のセンシング技術により、体の姿勢、
動きとともに呼吸に伴う微細な体動を検知でき、危険な姿
勢や体の異常があれば、必要な情報をいち早く通報する
機器を提供している。これにより、非接触・非侵襲・無拘
束で見守りや診断が可能となる。 

④ 
高齢者と家族の関係を深める
「会話サービス」と「親史作成サー
ビス」／株式会社こころみ 

独居高齢者等の「孤独」に対して「聴き上手」のノウハウを
ベースとした①会話型見守りサービス「つながりプラス」、②
親子の絆をつなぐ親史作成サービス「親の雑誌」を提供し
ている。 

⑤ 遠隔診療・健康相談サービス「ポ
ケットドクター」／MRT株式会社 

「ポケットドクター」を導入することにより、手元のスマートフォ
ンやタブレットに搭載されているカメラやウェアラブル機器で、
医師が相談者の顔色や患部の状況等を確認することが
可能となり、具体的な遠隔診療（再診）、健康相談を
行うことができる。 

第３部開催挨拶 

吉本商務情報政策 
統括調整官 

審査員 

プレゼンの様子 

グランプリ発表・表彰 
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 イベント来場者へのアンケートでは、全体を通じて約70%が満足、やや満足まで加えるとほぼ
100%の来場者から満足との回答が得られた。 

「ヘルスケア産業の最前線」来場者アンケート結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第３部 

第２部 

第１部 

イベント全体 満足 
やや満足 
やや不満 
不満 

■自由回答（アンケートより抜粋） 
【第1部】 

• 医師会、厚労省、経産省のそれぞれの立場からの講評があることで、事例紹介が深ぼりされて分かりやすかった。 
• 地方のほうが、想像していたより、真剣に取組んでいたことにおどろいた。 

【第2部】 
• 健康オフィスやヘルスツーリズムなど、新たな視点のビジネスや、市民と企業をつないで市民によりそったサービスを生みだす仕組みなど、
面白い取組みが知れてよかった。改めて、地域、自治体、物理的に近くに住む人たちが支え合うことが重要だな、と感じた。 

• それぞれの取組で健康関連の取組におけるマネタイズの方向性、ヒントが隠されていたと思う。自身の事業にも参考にさせて頂きた
い。 

【第3部】 
• ベンチャー企業の生の声が聞けて、大変意義深いものであった。 
• 非常に活気があり、前向きなコンテストで、完成度高く、期待がもてた。もう少し、荒削りな企業も選出すべきだとも思う。 

アンケート結果（イベント参加満足度・自由回答） 
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報道状況 

[メディアリスト] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
※一部抜粋 

 
 

[新聞・Web(一例)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ビジネスコンテスト全体写真 

 広くメディアにも露出し、テレビ：2件、新聞・雑誌：2件、ＷＥＢ：150件（2016年3月22
日現在）に取り上げられた。 

1 テレビ ワールドビジネスサテライト 2016/3/14 国が選んだヘルスケアNo.1は!？

2 テレビ テレビ東京ビジネスオンデマンド 2016/3/14 国が選んだヘルスケアNo.1は!？

3 新聞 日刊工業新聞（東京） 2016/3/15 ヘルスケア産業表彰　最優秀賞にMRT選定　経産省

4 新聞 保険毎日新聞 2016/3/18
アイアル少短が経産省「ヘルスケア産業の最前線２０１６」に登壇、健康増進
で割安な医療保険実現へ

5 Web Jpubb 2016/3/15
「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2016」グランプリを決定しました～初
代グランプリは、MRT株式会社 「遠隔診療・健康相談サ―ビス『ポケットドク
ター』」～

6 Web 日経テクノロジーオンライン 2016/3/16 健康寿命延伸事業、2016年度は「生涯現役社会」などが対象に

7 Web QLifePro医療ニュース 2016/3/15
ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2016が開催。最優秀賞にMRTのポ
ケットドクター

8 MRT Yahoo!ファイナンス 2016/3/15 《15日のストップ高・ストップ安銘柄》：MRTがストップ高

9 MRT エキサイトニュース 2016/3/16 オプティム---「ポケットドクター」が経産省主催コンテストでグランプリ受賞

10 MRT みんなの株式 2016/3/17 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」5位にMRT

ファイナリスト5名写真 
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