「アクションプラン2016」の概要

平成２８年４月
次世代ヘルスケア産業協議会 事務局
（経済産業省）

「アクションプラン2016」策定に当たっての基本的考え方
 公的保険外の予防・健康管理サービスの活用を通じて、生活習慣の改善や受診勧奨等を促すことにより、『①国
民の健康寿命の延伸』と『②新産業の創出』を同時に達成し、『③あるべき医療費・介護費の実現』につなげる。
 具体的には、①生活習慣病等に関して、「重症化した後の治療」から「予防や早期診断・早期治療」に重点化す
るとともに、②地域包括ケアシステムと連携した事業（介護予防・生活支援等）に取り組む。
 また、地域において人口減少と医療・介護費増大が進む中、①高齢化に伴う地域の多様な健康ニーズの充足、
②農業・観光等の地域産業やスポーツ関連産業等との連携による新産業創出、③産業創出に向けた基盤の整備を
実施することより、「経済活性化」と「あるべき医療費・介護費の実現」につなげる。
公的医療費等

【予防・健康管理への重点化】

【地域に根ざしたヘルスケア産業の創出】

現状の公的医療費等の支出
目指すべき公的医療費等の支出
※１ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を
活用した生活習慣病の改善や受診勧奨
※２ 予防・健康管理サービス（ヘルスケア産業）を
活用した地域包括ケアシステム等との連携

公的医療保険・介護保険
（地域包括ケアシステム）
生活習慣病等の予防・早
期治療を通じた重症化予
防による「公的医療費等の
伸びの抑制」
※２

公的保険外の
運動、栄養、保健サービス等
農業・観光等の地域産業や
スポーツ関連産業等との連携

①地域医療・介護
体制への貢献

②新産業創出

産業創出の基盤

③インフラ・ツール
の整備
（資金調達、人材育成、エビデンス構築 等）

年齢

1

目指すべき姿 ～生涯現役社会の構築～
 誰もが健康で長生きすることを望めば、社会は必然的に高齢化する。 → 「超高齢社会」は人類の理想。
 戦後豊かな経済社会が実現し、平均寿命が約50歳から約80歳に伸び、「人生90年時代」も間近。
 国民の平均寿命の延伸に対応して、「生涯現役」を前提とした経済社会システムの再構築が必要。
＜就労（効率性・生産性を重視）＞
経済活動

＜第二の社会活動＞

＜介護サービス・施設等の利用＞

ゆるやかな就労（短時間労働等）
社会貢献活動（ボランティア）

企業・地域社会において如何に健康で
活躍できるかが重要：健康投資
→ その後の健康寿命にも大きく影響
経済活動へのゆるやかな参加
ボランティア等社会貢献：
新たなビジネス創出の必要
地域社会の特性に応じた働き
方、社会貢献の在り方を検討。

農業・園芸活動 等
身体機能の維持（リハビリ等）

居宅継続
の場合も

居宅サービスの利用
ニーズに応じた
ケア体制の整備

この期間（健康寿命）を如何に長く維持することができるか

介護施設の利用
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
仕組み作り
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「生涯現役社会」の構築に向けた課題
 「生涯現役社会」を実現するには、「人生90年時代」を想定して、自立（自律）心を持ち、社会との繋がりを持ちつ
づけるための仕組みが必要。
 他方、生涯現役を実現するためには、①身体、②価値観、③選択肢、④情報に関する障害（壁）を乗り越えるこ
とが必要。

支援起点・受動的人生

自立(自律)起点・能動的人生

現役時代

仕事等が忙しくて、健診は受診
しても、改善行動が続かず、生
活習慣病に陥る。

健康管理を自ら積極的に行い、生活習慣病
の予防に取り組み、生産性も向上。

引退後の
シニア

引退後のライフプランを考えるきっ
かけがなく、社会参画へ行動を
取る機会も少ない。

健康不安の
ある高齢者

本人や家族が、医療や介護等の
支援に過度に依存してしまう。

人生の
最終段階

自分らしい最期を選択するという
意識が浸透していない。

身
体
の
壁

価
値
観
の
壁

選
択
肢
の
壁

情
報
の
壁

能動的に社会参画する機会を確保し、
「会社人」から「社会人」へ転身。

健康に不安があっても社会での役割を持ち続
けることで、健康維持と精神的充実を実現。

「最期まで自分らしくどうありたいか」を実現し、
終末期を迎える。
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４つの壁に関する課題と対応の方向性
 生涯現役社会構築に向けた４つの壁に関連する課題と対応の方向性を整理。
 これらの壁を越えていくためには、医療福祉関係者の取組に、産業・金融等の関係者の力を活用していくことが重要
であり、これらの関係者が連携して、地域包括ケアシステム構築に向けて足並みを揃えることが必要。

１．身体の壁

３．選択肢の壁

（個人）現役時代からの生活習慣病や虚弱化予防の取組が弱く、引退後
に充実した生活が送れない。
（社会）中小企業の経営者・従業員・その家族（主婦等）には健診未受
診者が多く、地域ぐるみの対応が必要。

（個人）引退後も能動的に社会に参画する機会や、自らの生活を充
実させるためのサービスが創出されていない。
（社会）経済・産業界として、高齢者の需要の高まりに関心はあるもの
の、中間層向けのサービス開発が進んでいない。

（対応の方向性）
→ 現役世代及びその家族の生活習慣病予防対策
（特に、中小企業及び地域での未受診者対策）

（対応の方向性）
→ 多様なニーズに応じたサービス創出の仕組み作り
（特に、地域での持続的事業創発の仕組み構築）

２．価値観の壁

４．情報の壁

（個人）人生90年時代の人生設計を考えるきっかけが少ない。また、公的保
険への依存が強く、自立に資する民間サービス活用も少ない。
（社会）産業界と地域の福祉保健関係者との連携が薄く、地域包括ケアシ
ステムを構築していく上での合意形成が必要。

（個人）利用可能なサービスが創出されても、情報が見える化されておら
ず、サービスの質に関しても情報が少ない。
（社会）健康増進・予防サービスに関する科学的根拠の蓄積は少なく、
客観性をもった第三者の評価も普及していない。

（対応の方向性）
→ 引退後の人生設計の気づきや健康等の意識を高める機
会の創出
（特に、健康情報を活用した行動変容を促すサービスを創出）

（対応の方向性）
→ 保険外サービスの見える化や質の保証の推進
（特に、科学的根拠に基づくサービス創出）
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「アクションプラン2016」の全体コンセプトと壁への対応（イメージ）


４つの壁のそれぞれに対応するアクションを実施し、個人が生涯現役を実現するための環境を整える。



具体的には、「医福・産官学金」連携に向けた基本指針を策定した上で、それぞれの壁への対応を行う。
1. 身体の壁 －
職場や地域での生活習慣病予防対策の実施
2. 価値観の壁 －
健康への気づきや活動の継続を促す行動変容につながるサービスの創出
3. 選択肢の壁 －
新たなヘルスケア事業創出による選択肢の充実
4. 情報の壁 －
保険外サービスの見える化と品質評価の推進

「生涯現役社会」の実現

地域包括ケアシステム実現に向けた
「医福・産官学金」連携のための基本指針の策定
（主要施策① 公的保険外サービスの貢献が期待される分野の明確化）

情報の壁

１．職場や地域での生活習慣病予防対策
（主要施策② 健康経営優良法人認定制度）

価値観の壁

２．行動変容につながるサービスの創出
（主要施策③ 健康情報の活用）

選択肢の壁

３．新たな事業創出による選択肢の充実
（主要施策④ 地域資源の活用）
（主要施策⑤ 自立的・持続的な産業創出）

身体の壁

アクションプラン２０１６

４．保険外サービスの見える化と品質評価
（主要施策⑥ 保険外サービスの情報の一元化）
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次世代ヘルスケア産業協議会 「アクションプラン2016」 の全体像
ヘルスケア産業政策の
基本理念
•
•
•

誰もが人生を最期まで幸せに生ききることができる「生涯現役社会」を構築するため、これに貢献するヘルスケア産業を育
成し、国民生活の向上につなげる。

「生涯現役社会」を実現するには、「人生９０年時代」を想定して、自立(自律)心を持ち、社会との繋がりを持ちつづけるための仕組みが必要。
他方、現状は、①身体、②価値観、③選択肢、④情報に関して様々な壁が存在しており、生涯現役を実現する人が少ないのが実情。
これらの壁を越えていくためには、産官学医等の関係者によるコンセンサスを醸成していくことが重要であり、今後、超高齢社会に対応するための民間活力活用に向けた基本的考え方を共
有し、基本指針として地域に展開していくことが必要。

前提

○ 経済・医療関係団体の協力を得て、地域包括ケアシステムに民間活力の貢献が期待される分野を明確にする（基本指針等の策定）とともに、地域への展開を図る。

【制度】 ＜経産省・厚労省＞
○ 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。
【資金、ノウハウ等のツール提供】 ＜経産省・厚労省・内閣府＞
○ REVIC等と連携して、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。
○ 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、ヘルスケ
ア分野のエコシステム作りを行う。
○ 自治体等の保険者へのインセンティブ拡充のため、SIBの導入を促進するべく、サービスの成
果を図る評価指標や予算化の方法、リスク負担のあり方等を整理。

【企業・保険者と民間サービスのマッチング】 ＜厚労省＞
○ 日本健康会議の優良ヘルスケア事業者100社公表と連携し、企業・保険者と民間サー
ビスのマッチング機会の提供(データヘルス見本市等)を実施。

【観光×健康】 ＜経産省・厚労省・観光庁＞
○ ヘルスツーリズムの健全な発展とサービス品質の向上のため、ヘルスツーリズムプログラムの
認証スキームを立ち上げ、全国展開する。
○ 「スマート・ライフ・ステイ」を開発し、地域版協議会等を通じた活用促進を目指すとともに、
生活習慣病予防効果を引き続き検証する。
○ 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。
【スポーツ×健康】 ＜スポーツ庁・経産省＞
○ 地域版協議会と地域スポーツコミッションの連携を図り、スポーツを通じた地域の健康増
進モデルやスポーツツーリズム等の新たな事業を創出する。

品質

【保険外サービスの収集・見える化】 ＜厚労省・経産省＞
○ 地域における取組にかかる情報を集約化し、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、保険外サービス情報の一元化を図る取組を推進する。
○ 具体的には、地域に存在する保険外サービスを収集・見える化するため、各地域におけ
る取組（地域版ガイドブックの策定、保険内外のサービスを一体的に提供するためのコー
ディネート機能の整備等を想定）に対する支援を通じて、保険外サービスがより一層活
用されるよう推進を図る。

【ビジネス市場規模の見える化】 ＜経産省＞
○ 健康経営を支えるビジネスの種類や市場規模等に関する調査を実施。

【食・農×健康】 ＜農水省・経産省＞
○ 地域版協議会等を通じて、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
の促進や、その基盤となる食生活のデータベースを構築する。

健康
×

（サービスやその品質
の見える化）

情報提供

情報の壁

【実践ツール設計】 ＜経産省・厚労省＞
○ 医療・健康情報等を収集、統合的に解析・活用し、糖尿病等の疾病予防・重症化予
防に向けた個人の行動変容を促す仕組みを分野・主体を広げて実施。

【認定制度の創設と地域発の普及策の展開促進】 ＜経産省・厚労省＞
○ 日本健康会議を認定主体とした「健康経営優良法人認定制度(仮称)」を創設し、認
定企業に対し、自治体、民間事業者等からのインセンティブを付与。
○ 金融市場、労働市場など、認定制度等健康経営の取組と連動した事業展開が期待さ
れる分野での(金融)商品・サービス開発、ビジネスマッチング等の促進。
○ 地域版協議会の枠組みの活用による地域の実情に応じた普及策の展開。
【ノウハウの提供】 ＜経産省＞
○ 「健康経営アドバイザー(初級)」の普及・活用促進と、具体的施策の提案能力を備えた
上級資格の創設。

地域資源

（新たな産業の創出・利
活用の促進）

【主体に応じたインセンティブ設計】 ＜経産省・厚労省＞
○ 保険者へのインセンティブ拡充のため、後期高齢者支援金の加算・減算制度、保険者
努力支援制度等の見直しを実施。
○ 個人の健康増進・予防を促進するため、ヘルスケアポイントの導入、個人の健康度合いと
連動する民間保険商品の普及を促進。

産業の活用

インフラ

選択肢の壁

健康情報

価値観の壁

（健康情報活用による
行動変容）

インフラ

（健康経営の推進）

【日本健康会議等との連携による裾野の拡大】 ＜経産省・厚労省＞
○ 「500社公表」の取組を通じ基本的取組や情報発信を行う企業を見える化。

中小企業

大企業

身体の壁

【健康経営銘柄の継続的実施と学術研究の推進】 ＜経産省＞
○ 「健康経営銘柄」の継続的実施と「手引書」を活用した情報発信の促進。
○ 「健康経営度調査」等のデータの活用を通じた、公的研究機関・大学との連携による分
析・研究体制の整備。

【評価の仕組みづくり】 ＜経産省＞
○ アクティブレジャー認証をはじめ既存の第三者認証制度等の一層の活用促進、事業者自
らがサービスの効果・効能を評価し公開することを推奨する。
○ 公的研究機関と連携して、日々の健康情報と症状との連関性等に関するコホート研究等
を推進する。

6

主要施策① 基本指針：公的保険外サービスの貢献が期待される分野の明確化
 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※を明確にし、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。
（※ 想定される分野のイメージ）

①
②
③
④

現役世代に対する生活習慣病予防
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
健康に不安がある高齢者に対する見守り・生活支援等
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

【重点分野①：現役世代に対する生活習慣病予防のイメージ】

＜①健康への気づき＞

＜②保険者等による法定健診＞

＜③医師による確認＞

健康への気づきサービス

医療機関で
の相談・診断

（地域における医療機関、郵便局、
公民館、薬局、駅ナカ、ジム、 カフェ
等での受診勧奨など）

保険者・企業

サービス提供者

【責任主体】

（例）
・医療機関
・自治体
・公共交通機関
・フィットネス

・住宅団地
・旅館
・コンビニ
・商業施設

＜④対応＞

医療機関
（例）
・地域の診療所
・地域の病院

自治体、食事・運動・睡
眠等のサービス提供者
（例）
・料理教室

・フィットネスジム等

地域版次世代ヘルスケア産業協議会

ヘルスケア事業者

自治体

医療機関

金融機関
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主要施策② 身体の壁：健康経営優良法人認定制度
（１）課題：①中小企業等に対して健康経営が普及していない。

②健康経営実施に向けたノウハウ・インセンティブが不足している。
（２）目指すべき姿：すべての中小企業等において健康経営が実施される社会。
（３）対応策：「健康経営優良法人認定制度」を構築するとともに、認定制度に併せて民間企業等からのインセン
ティブ付与や健康経営の支援機能を充実させる。
数百法人

健康経営優良法人
基準策定：厚生労働省・経済産業省
認定事務：日本健康会議

民間企業等による
インセンティブ
（動機付け）
の付与（想定）

○金融市場
（低金利融資等）

○労働市場
（採用広告等）

○公共調達
（入札評価等）

Ex) 地銀、信金など

Ex) 人材紹介・派遣
会社など

Ex) 地方自治体

○健康経営ハンドブックや健康経営アドバイザーを通じたノウハウの提供

健康宣言内容の達成
（健康経営の実践）
１万法人

健康宣言に取り組む法人
基準策定・宣言取りまとめ：日本健康会議
（※日本健康会議 宣言５）

民間企業・
団体や各
種支援策
を通じて

健康宣言の実施
（健康経営実施の意思表示）

健康経営
の実施を
支援

数百万法人

中小企業・医療法人 等

○全国健康保険協会、都道府県労働局、産業保健総合支援センター
（独立行政法人労働者健康安全機構） 、医療勤務環境改善支援セン
ター、中央労働災害防止協会、などを通じた支援
○健康経営支援事業者等を通じた良質なサービスの提供
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主要施策③ 価値観の壁：健康情報を活用した行動変容を促すサービス創出
（１）課題：①医師等が適切なタイミングで効果的なアプローチができず、個人も日々効果が確認できない
②健康情報のフォーマットや精度等が異なるため、統合的に利活用しにくい。
（２）目指すべき姿：健康情報等の活用で、個人等に対して適切なタイミングで健康改善をアラートすることにより、
糖尿病等の重症化予防に向けた行動変容を促すための仕組みを構築。
（３）対応策：本人同意の下、医療機関や医療保険者、企業、サービス事業者等が、レセプト情報、健診情報、
健康情報等を統合的に解析・活用する仕組みを構築する。これを基にして、分野（フレイル予防
等）及び主体（中小企業等）の拡大を図る。
【目指す行動変容のイメージ】
企業・保険者

生活習慣病重症化予防における
レセプト・健診・健康データを活用した実証イメージ

レセプトデータ

健康度

健診データ

健康データ
（歩数、脈拍、体温、体
重、血圧、睡眠…

検査データ等

医師・保
健師

本人

運動指導

健康
情報

健康
情報

適切なタイミング
で介入

要
医
療
機
関
受
診
自分の状態
が不安

フィードバック
健康
ループがまわる
情報

悪化したら
アラート（警告）

改
善

健康診査

健康診査

統合

医療機関

健康
情報

症状の見える化
で継続しやすく
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主要施策④ 選択肢の壁：地域資源を活用した新たなヘルスケア産業について
（１）課題：ヘルスケア分野は、様々な異分野連携が必要。地域資源等を活用しながら、地域住民の生活に近い
サービスを創出していくことが重要。
（２）実現したい姿：地域関係者の連携の下、地域資源を活用した独自のヘルスケア産業が創出され、広く活用さ
れる状況をつくることが重要。
（３）具体策：地域資源の発掘及びそれらを活用した新たなヘルスケア産業の創出支援の実施。

地域版協議会を核に、
各地域における連携を促進
食・農×健康
①既存コホートや食習
慣の情報集積・活用
②地域関係者の連携
を進めることで、
・地域食品事業者と連
携した食サービスの提
供
・健康増進に資する農
林水産物の生産・活用
促進
・生活習慣を考慮した
食育の推進 等を推進

医療・介護
地域住民の生活
スポーツ×健康
①地域スポーツコミッション等を通じた地域住民
参加型のスポーツイベントやプログラムの開発
②ワークスタイルの中に運動等を取り入れた新た
な取組を支援

観光×健康
地域資源を活用した健
康増進等に資する商品

（スマートライフステイ、ヘルス
ツーリズム 等）開発を支

援。
そのため、
①スマートライフステイの
保健指導効果の検証
②ヘルスツーリズムの品質
認証制度の構築
③商品開発やマーケティ
ング、実証実験、販売促
進活動等を支援
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主要施策⑤ 選択肢の壁：自立的・持続的なヘルスケアビジネス創出に向けた仕組みづくり
（１）課題：ヘルスケア分野における成功事例が少なく、事業者や金融機関におけるビジネスノウハウや目利き能力
が未発達であり、新規事業者が成長できる環境が整っていない。
（２）実現したい姿：新規事業者の成長に必要な支援策が一体的に提供され、多くの成功事例が創出される自立
的・持続的な仕組みを構築する。
（３）具体策：バラバラに存在するビジネス支援ツール等を有機的に組み合わせることにより、事業創出環境を整備
する。
事業創出のための環境が整っておらず、
新規事業が生まれてこない。
・医療・介護等に関する知識の不足
・法的知識の不足
・ビジネスノウハウの不足
・成功事例の不足
など

一気通貫で課題を解決

支援策を一体的に提供する
ことで、新規事業者を育成

多くの事業者が滞留

② 先進事例の共有・顕彰
（ビジネスコンテストの開催）
ヘルスケアビジネス創出自立・持続的な仕組みづくり

ヘルスケア分野特有の専門知識やビジネスノ

① ウハウ等の提供（事業化支援人材の育成）

資金供給者とのマッチングと目利き

③ 能力の強化（ヘルスケアファンドの構築）
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主要施策⑥ 情報の壁：保険外サービスの情報の一元化
（１）課題：運動・食事・介護周辺サービス等の様々な保険外サービスが創出され始めているが、超高齢社会に対
応した多様なサービスは少なく、また、創出されても、利用者等にとって「見える化」していない。
（２）目指すべき姿：安心安全な保険外サービスが数多く創出され、それを利用者等が容易に検索できることにより、
利用者が最期まで自立した生活を送ることができる社会。
（３）対応策：第三者認証制度等を普及させ、信頼性のある保険外サービスを数多く創出するとともに、これらのサー
ビスに関連する情報を一元化し、利用者にとって容易に検索できるかたちで情報提供を行う。

第三者認証を
受けた事業者
アクティブレジャー認証、
ヘルスツーリズム認証 等

地域版協議会に登録さ
れている優良事例
保険外サービス全般
（運動、食事、介護周辺 等）

＜ 将来目指すべき姿 ＞

保険外サービスの
情報の一元化
＜登録事項案＞
事業者情報、提供サービス
活動領域、工夫等

利用者

民間事業者による各種情報ページ
（マッチングサイト、口コミ等）

自治体、ケアマネジャー、
事業者 等

保険外サービス
活用ガイドブック
2016年3月
厚労省・経産省・農水省策定

見守り、配食、理美容、
買い物支援、家事・生活支援、
運動・介護予防、認知症ケア、
看取り・終末期 等

地域において想定される取り組み
 地域版「介護保険外サービス活用ガイドブック」
 ケアマネジャーや自治体関係者の研修機会の創出
 保険内外のサービス情報を一元的に提供する相談窓口の設置 等
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