
「 四 国 の 医 療 介 護 周 辺 産 業 を 考 え る 会 」 

ロゴマークのコンセプト 

医療・介護のイメージを十字で表現。 
その周辺産業から生まれてくる新しいサービスをグリーンとブルーの円で表現。 
4つの円は四国のイメージでもある。 
グリーンは創出・誕生を、ブルーは医療・介護をイメージしている。 
またSWI＋CH(スウィッチ)とは、Shikoku Wellness Industry + Challengeの略です。 
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次世代ヘルスケア産業協議会 第３回事業環境ＷＧ報告（参考資料） 

平成２６年５月２２日 

資料７ 
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【課題①】 
・人口減少と高い高齢化率 
・生活習慣病（糖尿病等）の死亡率の高さ 
※糖尿病の死亡率(10万人あたり)は、男性：香川県5位(8.5人) 女性：徳島県1位(5.2人)、香川県2位(4.6人) 

四国のピークは全国より２０年早い 

１．四国地域の健康寿命延伸に係る現状① 

人口に占める要支援認定者の割合 

人口に占める要介護認定者の割合 人口対生活習慣病死亡率 
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【課題②】 
・健康寿命と平均寿命の格差 
・島しょ部・中山間地域や中心市街地等生活支援拠点機能低下 

１．四国地域の健康寿命延伸に係る現状② 

健康寿命 平均寿命 
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２．考える会設立経緯 
「四国の医療介護周辺産業を考える会」設立までの流れ 

平成２４年 
３月 

本省主催（ＮＲＩ実施）の医療生活産業フォーラムを 
高松で開催  参加者６５名 

平成２４年 
１１月～１２月 

四国の医療介護周辺サービス市場動向調査 
対象者１０００機関（医療機関、介護機関、薬局、 
サービス業者）へ送付し、２７１機関から回答 

平成２４年 
１２月～ 
平成２５年 
３月 
  
  

  

第１回ヘルスケアサービスセミナーin高知 
～医療介護周辺サービスの可能性を考える～ 
参加者５７名 

第２回ヘルスケアサービスセミナーin愛媛 
～医療介護周辺サービスの可能性を考える～ 
参加者６４名 

第３回ヘルスケアサービスセミナーin徳島 
～医療介護周辺サービスの可能性を考える～ 
参加者５３名 

第４回ヘルスケアサービスセミナーin香川 
～医療介護周辺サービスの可能性を考える～ 
参加者７８名 

平成２５年 
９月 

「四国の医療介護周辺産業を考える会」設立 
開催日時：平成25年9月20日（金）13:00～14:00 
場所：ｅ－とぴあかがわBBスクエア（高松市サンポート2-1） 
出席者数：出席機関数65機関（人数99名） 
※平成２５年度経済産業省事業「地域ヘルスケア構築推進
事業費補助金」に当プラットフォーム事業が採択された。 

～設立総会(H26.9.20)の様子～ 
「考える会」への参加意向把握(平成25年6月) 

愛
媛 

高
知 

香
川 

徳
島 

プラットフォーム活動に前向きな206機関のうち、 
67機関が考える会への参加意向を示した。 

～ヘルスケアサービスセミナーの様子～ 
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四国地域に事業所を持つ医療・介護関連機関およびその周辺に位置するサービス事業者、行政機関、
ボランティア団体、大学、金融機関などが、県域を越えて相互連携を行うことで、四国地域における医療
介護周辺産業の創出・振興を実現させることを目的に、事業者に対して関連情報の提供、交流機会の
創出、連携事業の検討支援を行うことで、事業者同士の協業活動のサポートを行う。 

正会員/個人会員/特別会員 

四国の医療介護周辺産業を考える会事務局 

非会員 

サービス事業者… 

・ニーズ 
 登録 
・シーズ 
 登録 

研究テーマ 
要望 

医療機関／介護事業者／薬局／運動（フィットネス）／ 
食事（配食）／IT／金融機関／NPO／学校／行政 など・・・ 

フォーラム 
 開催 
・交流支援 
・事業紹介 
・ニーズ紹介 
・シーズ紹介 

参加費 
支払い 
（会員優待あり） 

情報交流支援、 
情報提供 
・関連情報配信 
・交流支援 （SNS） 
・事業紹介 
・ニーズ紹介 
・シーズ紹介 

研究会 
開催 
・活動支援 
・活動提案 

事例 
視察 
ツアー 

会費 

３．考える会の概要② 

◆当会は会員制の団体です。 
 医療介護等   ： 34機関 
 サービス事業者 ： 48機関  
 行政教育機関等 ： 11機関   
 個人      ： 12名 . 
      計：93機関12名 
 ※平成26年5月15日現在 
 

◆役員構成 

 会長 ：大原昌樹 
 (綾川町国民健康保険陶病院院長) 

 副会長：四国各県から1名選出 
 監事 ：2名 
 

◆年会費 
・正会員(法人、団体、個人事業主等)※業種問わず 

  10,000円／年度単位×１口以上 
・個人会員(個人事業主等を除く個人) 
    5,000円／年度単位×１口以上 
・特別会員(行政機関等) 
   無料 
 

◆会員特典※会員種別ごとに特典に差がございます。 

・フォーラム参加時の参加料優待 
・メルマガや事務局SNSによる情報取得 
・会員専用SNS交流スペースの利用 
・マッチングサイト”switch”の利用 



6 

②研究会開催 
 

・お困りごとを考える会 for 介護  

  （2014年1月10日香川県高松市開催） 
 

・「楽しみながら健康長寿につながる 
 街づくり」研究会 
 （2014年2月10日 香川県高松市開催  
 第2回フォーラムと併催）    

・「一病息災を支える新たな安心サポート 
 づくり」研究会 
  （2014年2月10日 香川県高松市開催  
 第2回フォーラムと併催） 
・医サ工連携に関する「薬事法」セミナー 
 （2014年3月27日香川県高松市開催） 

～フォーラム開催風景（第1回・第2回）～ 

① 「四国の医療介護周辺産業を考える会」フォーラム活動 
 

＜第1回フォーラム＞ 
   ( 2013年12月5日 愛媛県松山市で開催) 
 

参加者数：64名（会員：59名、非会員5名 ） 
 

・「周辺産業に求めること」をテーマに行政、医療、 
 介護の視点から講演 
 

・会員からの活動紹介および企業展示 
 

・交流会（名刺交換会） 
 

＜第2回フォーラム＞ 
   (2014年2月10日 香川県高松市で開催) 
 

参加者数：91名（会員81名、非会員10名） 
 

・行政からの医療介護周辺産業の動向説明 
 

・会員からの活動紹介 
 

・「情報技術を活かした健幸な地域づくりの推進」 
 をテーマに医療、産業等の視点から講演 

４．主な活動実績 

～ マッチングサイト”switch” ～ ～ facebookサイト ～ 

③情報配信活動 
 

・ホームページ  ＜https://www.switch-co.jp/＞  
 

・Facebook（「考える会事務局」の名で情報発信） 
 

・メールマガジン 
 （登録会員に向けて、直近のイベント情報、行政からの補助金情報などを配信） 
 

・マッチングサイト‘switch’(考える会ＨＰよりアクセス可） 
 （四国地域内の「ニーズ」と「シーズ」を引合せ、相互理解を深め、医療介護 
 周辺産業創出の機会を促すための、コミュニケーションサービスサイト） 

～ 研究会の様子～ 
（お困りごとを考える会 for 介護） 



・遠隔医療ネットワーク（K-MIX）、在宅医療看護 
(ドクターコム、オリーブナース）育成の取組 
・「四国八十八カ所霊場」歩きお遍路健康調査 
・希少糖（製品）の開発 
・薬局・病院・介護施設の共通利用基盤システム構築 
・島々を巡るアートツーリズム（瀬戸内国際芸術祭） 
・中心市街地における農作業を活用した健康管理・生活支援 
   システム構築 
・商店街空店舗を活用したデイーサービス拠点整備・・・等 

・糖尿病予防サービス事業 
・メディカルツーリズムの実施 
・葉っぱビジネスと薬草を活かした健康 
   プログラム 
・阿波踊り体操（シニア版）・・・等 

・ヘルスケア製品評価機構 
・しまなみサイクリングツーリズム、アクティブシニア  
 スポーツサイクル事業 
・グループ企業による一元的な地域包括ケアの実現 
・商店街空き店舗を活用した痛み緩和特化型メディ  
 カルフィットネス（病院、薬局、鍼灸院と連携）・・・等 

・在宅訪問による栄養ケア支援システムの構築 
・リハビリキッチン事業・・・等 
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５．四国地域の課題に対応した健康寿命延伸に係る特徴的な取組 
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６．今後の方向性 

業種別課題の集積 
解決モデルの検討 

↓ 
フォーラム・研究会の 

あり方検討 

各県幹事会の導入による 
会員間のネットワーク強化 

↓ 
考える会の運営強化に伴う 
県域を超えた共同体としての 

企画立案 
 

四国産業競争力強化戦略
事業【健幸支援産業創出プ

ロジェクト】）への参画 
↓ 

ものづくり支援プラット
フォーム等との事業連携に
よる相乗効果と政策提言 

健康に関連する地域に根差したものづくり、 
地域資源、まちづくり活動との連携 

事業活動 事業体制 事業連携 
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７．意見・課題 

人材 

 

・休眠有資格者やアクティブシニアが活躍できる受け皿が少ない。 

・休眠有資格者やアクティブシニアの多くを占める就業経験者に 

 適したインターンシップ制度が少ない。 

・介護等の高い離職率の業界において職場の環境や待遇により離職 

 した有資格者が同業界で再度働きたいと思わない。 

・経済連携協定などの外国からの人材受け入れの取組みが、国内の 

 雇用促進に複雑な影響を与えないか心配している。 

・最新のノウハウを持つ人材は都市部に集中しており、人材を地方 

 に呼んだり、地方から都市部で教育させるためのコストが事業者 

 の大きな負担となる。 

 

資金 

 

・事業の継続性が保てない。(NPO等) 

・有効に活用できる可能性を秘めた地域資源が資金的な問題で立て 

 直せずに事業を断念せざるを得ない。 

 



10 

７．意見・課題 

地域 

資源 

活用等 

・新たに創出されるサービスが、ヘルスケアの観点から本当に有効 

 なものなのかを評価する基準が無い。 

・各地のヘルスケア関連事業(事例)の情報を効率的に収集する方法 

 が無い。 

 

その他 ・ヘルスケアサービスは、“無料・低負担”というイメージがあり、 

 民間ビジネスへ繋げにくい。(受益者負担という意識が低い。） 

・統計的に今後人口の低下が避けられない中で、地方独特の特化し 

 たような事業提案（例：高齢者に特化したヘルスケアタウン化と 

 多様なサービス提供等）が弱い。 

・従来の計測機器に加えて、科学的根拠に基づいた様々な計測機器 

 が開発され気軽に利用できれば、利用者の健康意識が高まるので 

 はないか。 
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７．提言 

人材 
 

・課題解決型やメニュー選択制の導入等、実施内容の工夫や多様化 
 するニーズに対応した人材育成方策の検討が必要。 
・人材定着を促進するために、作業軽減・作業効率、生産性、待遇の 
 向上に繋がる「職場環境改善モデル」普及等の取組支援が必要。 
・都市部だけでなく、地方にも人材育成拠点があれば教育に係るコスト 
 の負担が軽減され、さらに人材育成のスピードが上がる。 
 

資金 
 

・持続的な事業活動を展開していく上で資金供給の円滑化が必要。 
・ヘルスケア分野におけるリレーションシップバンキング（地域密着型 
 金融）支援事例の普及を行うことが必要。 
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７．提言 

地域 

資源 

活用等 

・観光や地場産品等地域資源を活用したヘルスケアサービスの展開を 

 重点的に支援していくことが必要。 

・新たな製品やサービスの開発、事業展開を図る上で、ブランド構築 

 支援、第三者評価、認証取得に係る支援を行うことが必要。 

・現在までの支援実績を踏まえ、他業種連携モデル（事例）をより分かり 

 やすい形で情報発信が必要。（各プラットフォームで共有・発信・相互 

 紹介できる環境整備） 

・認知症対策等の啓発活動においては、より多くの地域住民の理解を深 
 めていくため、自治体との連携による公共設備の利用等、様々な方法 
 で情報発信していくことが必要。 
 

その他 ・糖尿病が多い地域性から若い世代からの食育を実施するなど、健康に 

 対する生涯教育支援の強化が必要。  

・グレーゾーンの解消により、保険サービス外で実施することが可能 

 となった内容を多くの関係者に知っていただくための情報発信力の 

 強化が必要。 
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