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１．新事業創出WGについて 
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○第１回会合 
日時・場所：平成25年12月24日 官邸会議室  

議題：次世代ヘルスケア産業の創出・育成について 
    主な政務出席者：菅官房長官、茂木経済産業大臣 
 

○第２回会合 
日時・場所：平成26年6月5日 官邸会議室  

議題：次世代ヘルスケア産業協議会中間とりまとめについて 
    主な政務出席者：菅官房長官、茂木経済産業大臣  
 

○第３回会合 
日時・場所：平成26年11月26日 中央合同庁舎会議室  

議題：中間とりまとめ以降の進捗と今後の取組方針について 
    主な政務出席者：甘利健康・医療戦略担当大臣、宮沢経済産 

               業大臣 

○「日本再興戦略」に基づいて、平成２５年１２月に「健康・医療戦略推進本部」の下に設置し、ヘル
スケア産業の育成等に関する課題を検討。 
○協議会の下に３つのWGを設置して具体的施策を検討。昨年６月に中間とりまとめを行い、日本

再興戦略（改訂版）に反映。その後、地域におけるヘルスケア産業の創出について、同年１１月に
「取組方針」を取りまとめた。今後、地域創生の総合戦略とも連携しつつ、日本再興戦略のさらな
る改訂（本年６月を目途）に向けて、具体策を検討。 

○上記「取組方針」において、「事業環境ＷＧ」と「品質評価ＷＧ」を統合して「新事業創出ＷＧ」を設
置し、ヘルスケアビジネスの創出のための具体策を検討することが決定された。 

【現在のWG構成と検討内容】 【これまでの開催実績】 

次世代ヘルスケア産業協議会 

座長：永井良三 自治医科大学学長 

１．（１）新事業創出WG設置の経緯 

 

事業環境WG 
 

座長：武久洋三  
日本慢性期医療協会会長 

 

事業環境の整備に係
る検討 

健康投資WG 
 

座長：森晃爾 
産業医科大学 

産業生態科学研究所教授 

 

企業、個人等の健康投
資を促進するための方

策の検討 
 
 
 

品質評価WG 
 

座長：末松誠 
慶應義塾大学医学部長 

 

品質評価の在り方に
ついて検討 

新事業創出ＷＧ 
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１．グレーゾーンの解消実績 
 
 
 

  

２．地域ヘルスケア産業支援ファンドの出資実績 
 
 

○産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度を活用し、ヘルスケア
産業分野で９件の個的事例について解消。 

 

○例えば、自己採血による簡易な検査を行い結果を通知する健康管
理サービスを創出した事業者は、グレーゾーン解消後、サービス提供
店舗が、解消前の３倍強に増加。 

○（株）地域経済活性化支援機構（REVIC)は、地銀等の出資により、
平成26年９月に、「地域ヘルスケア産業支援ファンド」（ファンド総額
100億円）を設立。これまでにヘルスケア産業関連企業4社に出資。 

 
○公的保険外サービス分野の第一号としては、鉄道駅やイベント会場
でのセルフ健康チェック事業を行うケアプロ（株）が、店舗拡大や
サービス供給体制の強化のため、平成26年11月に出資を受ける。 

ケアプロ(株) 

地域ヘルスケア産業支援ファンド 

住民等 

出資  経営人材 
    の派遣 

サービス 
提供 

健康ライフコンパスの店舗数 

１．（２）これまでの成果① 
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３．第三者認証の立ち上げ実績 
 
 

４．地域版ヘルスケア産業協議会の立ち上げ実績  

＜検討中＞ 

○青森県   ○広島県 

○埼玉県   ○島根県 

○長野県   ○徳島県 

  他 

○①健康運動サービス及び②循環器病予防に効果の高い食事に関する品質評価に関して、
本年４月以降に自主事業として認証事業をスタート（今年度経済産業省委託事業を活用）。 

 

○健康運動サービスは、日本規格協会が専門委員会での検討を踏まえ、審査基準等を策定
し、アクティブレジャーサービスの認証制度を創設。今月１８日に認証事業者を発表予定。 

 

○循環器病予防に効果がある食事の認証制度は、国立循環器病研究センターが博報堂と
共に開発し、来年度から自主事業化の予定。 

○地域におけるヘルスケア産業創出のため、これまで、本省及
び地方経産局が中心となって、事業者及び自治体を対象とし
たフォーラムを全国で１６回開催し、約２０００人が参加。 

  ※参加事業者：約１０００社、参加自治体：１８０団体 
 
○現在のところ、地域版協議会の設置は、全国５ブロック（北海
道、沖縄県含む）、４県１市で設置。加えて、１０県程度で今後
の設置を検討中。 

 

＜設置済み＞         
○北海道   ○神奈川県 
○中部    ○群馬県 
○四国        ○三重県 
○九州    ○長崎県 
○沖縄    ○松本市 

１．（２）これまでの成果② 
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○下記の６つの柱を中心に、それぞれの具体策を検討して地域におけるヘルスケアビ
ジネス創出の仕組みを構築し、地域レベルでの「協議会」の活動を支援する。 

 

＜「取組方針」で提示された政策展開の方向性＞ 

 （１）ビジネスモデルの確立 （地域版協議会の在り方、ビジネスの方向性の提示等） 

 （２）人材育成・活用  （事業者の育成、専門人材やアクティブシニアの活用等） 

 （３）資金供給の確立 （地域金融機関の積極的な対応の促進、大企業との連携等） 

 （４）地域資源の活用 （「食・農」や「観光」との連携等） 

 （５）インバウンド・アウトバウンドの推進（地域発サービスの国際展開、海外需要の呼び込み等） 

 （６）事業環境整備  （グレーゾーン、品質評価、健康情報の活用等） 

検討課題 

１．（３）新事業創出WＧの検討課題 

＜「取組方針」（抜粋）＞ 

 『地域でのヘルスケアビジネス創出に向けて政策面での各省連携を強化し、地方での浸透を図
るため、次世代協議会の下に「新事業創出ＷＧ」を新たに設置し、関係省庁参画の上、具体策の
検討を行う。』 
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（参考） 「地域でのヘルスケアビジネス創出に向けた取組方針」 

 

○多様な関係者が参画する地域版協議会の設立と
保険外サービス創出のビジョン策定の促進 

○ビジネスモデル確立のための担い手発掘・育成 

○地域事業者と大企業との連携促進 

 

○事業者に対するビジネスコンセプトへの助言指導 

○専門人材やアクティブシニアなどの活用促進 

 

○地域金融機関等の積極的な対応 

○地域版協議会と政府系ファンドの連携による案件
組成 

 

○地域の「食・農」とヘルスケア事業者の連携促進 

○温泉や自然等の観光資源を活用したヘルスツーリズ
ム等の促進 

 

○ヘルスツーリズムによる海外需要の呼込み 

○地域発「健康・予防サービス」の国際展開 

 

○地域発新ビジネスのためのグレーゾーンの解消 

○ヘルスケアサービスの品質の見える化 

○健康関連情報の集約化と活用 

（２）人材育成・活用 

（３）資金供給の円滑化 

(１)ビジネスモデルの確立 

（５）インバンド・アウトバンド推進 

（４）地域資源の活用（健康長寿ブランド） 

（６）事業環境整備（グレーゾーン解消等） 

ビジネス創出に向けた６つの政策の柱 

7 



産業競争力会議（平成２７年１月２９日） 
 
Ⅰ：我が国の潜在力の強化  
  ４．成長市場の創造  
   （１）社会保障の持続可能性確保と質の高いヘルスケアサービスの成長産業化  
 
②ヘルスケア産業の創出支援  
「地域版次世代ヘルスケア産業協議会（仮称）」の設置、地域経済活性化支援機構と地
域金融機関等が設立するヘルスケアファンドによる出資等の支援、農・食や観光等の
地域資源を活用した新たなヘルスケアサービス創出、人材の活用等の促進、「医療機
器開発支援ネットワーク」を活用した医療機器の開発・事業化の加速に取り組むととも
に、地域発の健康・予防サービスの国際展開等を行う。  
こうしたヘルスケア産業の品質の基盤を確立するため、ICTを活用して、サービスの効
果に関する科学的根拠の取得とそれらの蓄積の支援や、バイタルサイン、活動量、食
事内容等の健康・予防関連情報の集約化と産業活用等の仕組みについて検討する。  
また、健康経営を行う企業の推進体制の整備（CHO：最高健康責任者の設置等）や情
報開示を促進するとともに、中小企業に普及するための具体策を検討する。  

（参考） 成長戦略進化のための今後の検討方針 
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地域版次世代ヘルスケア産業協議会のあり方及び新たなビジネスの方向性 

（４）「健康長寿国」を活かしたヘルスケアビジネスの国内外での信頼獲得  

＜地域の役割＞ 

②「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 

③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＞ 

④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 

⑥品質評価の推進 
 

 ・健康支援サービス 
  
              など 

⑦健康データの活用 
 

運動・食・バイタル等のデータ
を集約化し、産業活用 
※次世代医療ICT基盤協議会等との連携
が必要 

（２）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 

（５）事業環境
の整備 （１）地域版協議会の設置 

①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 

⑧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 （３）ビジネス創出の基盤整備、先進事例の共有 

⑤課題先進国としてのフロンティアへの挑戦 
 

 ・認知症・虚弱等の国家課題に対するビジネス創造 
 ・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（健康長寿を活かした海外需要の呼込み等） 
 
 

地域版協議会発のヘルスケア・ビジネス創発の仕組みを構築 

新ビジネス創出と 

医療費適正化に貢献 

地域で生まれたビジネスの芽を地域横断的な機能で支援 

＜国の役割＞ 

地域版協議会から橋渡し 

事
業
推
進
上
の
課
題
等
を
イ
ン
プ
ッ
ト 

第１回ＷＧの検討範囲 

１．（４）新事業創出ＷＧにおける議論のフレームワーク 

健康長寿ブランドの確立と安心・安全なサービスの創出 9 



 

 本日   第１回新事業創出ＷＧ  

（２月１６日）  ・地域で想定されるビジネス領域の提示と具体策の検討 

 

 ３月１６日  第２回新事業創出ＷＧ  

   ・地域発「健康長寿ブランド」の確立に向けた検討 

   ・品質評価の具体策の検討 

   ・アクションプラン案の検討 

 

 ４月下旬  （ 予備日：第３回新事業創出ＷＧ ） 
 

 ５月下旬  第４回次世代ヘルスケア産業協議会 

 

 ６月   成長戦略への反映 

１．（５）今後のスケジュール 
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２．地域でのヘルスケアビジネス創出のイメージ 

  と地域版協議会の役割 
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○今後、財政制約や人口流出等が顕在化する中で、地域において公的保険外の予防・
健康管理サービスを成長させていくことが重要。このため、 

①医療・介護供給体制の根幹である地域包括ケアシステムと連携しつつ、ヘルスケア
ビジネスが担うことの出来る範囲を明確化し、効率化を図っていく。 

②人々の健康に対するニーズを満たすことが可能な地域の資源（農業・観光等）を活
用し、「インバウンド」と「アウトバウンド」の観点を踏まえ、新たなビジネスとして磨き
上げていく。 

２．（１）基本的考え方 

【地域経済における予防・健康管理サービスの役割】 

医療・介護 

（地域包括ケア） 

公的保険外の 
運動、栄養、保健サービス等 

農業・観光等の地域産業との連携 
（医・農商工連携等） 

地域医療・介護 

体制の構築 

新産業創出 

地域課題の共有や地域の
資源の棚卸しを行い、新
たなビジネスを創出するプ
ラットフォームが必要 
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２．（２）地域包括ケアシステムと連携した公的保険外サービス① 

＜介護事業者＞  

介護周辺複合サービス 

（エムダブルエス日高） 

○デイサービス事業所に、55歳

以上の一般住民も利用できる
フィットネスブースを併設。介護
保険での利用者が、介護度が
改善して認定外になった場合
も、予防活動が可能。 

 

○また、地場のスーパーと連携し、
デイサービス利用者に、移動
販売による食料品販売の機会
も提供。 

○地域に開かれたデイサービス、
産直八百屋、ヨガスタジオを同一
施設にて展開。午前は要介護の
高齢者、午後はそのご家族など
親子３世代が集うコミュニティー。 

 
〇八百屋として初のデイサービス事
業に進出。デイサービスのランチ
には、全国の提携農家による産
直の機能性野菜も提供。 

 

運動（ヨガ）×食（野菜）×介護予防 

（アグリマス） 

＜ベンチャー＞  

認知機能低下予防サービス 
（ルネサンス、コナミスポーツ＆ライフ等） 

○フィットネス事業者は、自治体や
高齢者からの関心が高い、認知
機能低下予防のためのプログラ
ムを開発。 

 

○今後需要が見込める自治体等
における介護予防事業等での
提供を検討。 

＜フィットネス事業者＞  

13 

（(株)ルネサンス、経産省「平成26年
度健康寿命延伸産業創出推進事
業」委託事業） 



○一人暮らし高齢者向けの会話
型見守りサービスを提供。 

 
○「顔見知り」になった担当コミュ
ニケーターから、毎週２回の電
話を行い、安否や近況を確認し、
会話の内容をすべて語り口調
で書き起こし、家族に報告。 

 
○細かな健康面・精神面を常に
把握し、家族に共有することで、
安心感や新たな交流のきっか
けを創出。 

見守りサービス 

（こころみ） 

２．（２）地域包括ケアシステムと連携した公的保険外サービス② 

買い物支援サービス 

（わんまいる） 

○週に１度決まった曜日・時間に
専属スタッフが訪問し、外出がで
きない高齢者等のもとに、商品
の配達と、生活に必要不可欠な
様々なサービスを複合的に提供。 

 
○地域の介護事業者・新聞販売
所等とも連携。 

＜見守り事業者＞  ＜宅配事業者＞  

14 

生活支援サービス 

（ダスキン ホームインステッド） 

○認知症ケアを中心に、身体介護、
外出・通院支援等、介護保険や
医療保険でカバーされない生活
支援サービスを提供。 

 
○公的保険外のサービス提供のみ
を行っており、加盟店は100箇所
超に拡大。高齢者やその家族の
ニーズに合わせて、きめ細かい
暮らしのサポートを実施。 

＜シニアケアサービス事業者＞  

14 



 
 
 

２．（３） 地域資源を活用した公的保険外サービス 

      ＜自治体を核とした事業化＞  

 
 
 

観光×健康（熊野で健康ラボ） 

○熊野古道を歩くことによって得られる健康効果（平
成16年に和歌山県と(財)和歌山健康センターが連

携して調査実証）をもとに、熊野の地形や資源を利
用したウォーキングプログラムを提供。 

 

○メンタルヘルスのセルフケア対策、特定保健指導
のプログラムの一環として、企業や保険者等も活
用。年間数千人が参加している。 
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＜医療機関による事業化の試み＞ 

 

○農村医療の中核として、地域住民の健康増進・予
防活動に取り組んできた病院。地域行政や団体と
連携し、地元食材を活用した健康食メニューを開発、
患者以外の住民に提供する事業を実施中。 

 
○具体的には、セントラルキッチンで開発される病態
別、年代別の健康食メニューを、安全で均質性を
担保した食事として医療、福祉施設へ展開中。将
来的には、在宅医療での導入や地域の飲食店との
連携も視野に入れている。  

食・農×健康（佐久総合病院） 



２．（４）地域・専門人材を活用した公的保険外サービス 

＜アクティブシニアの活用＞ 

 
 

自治体×大学×事業者（柏市） 

 
 
 

専門人材×Web×健康（FiNC） 

○クラウドソーシングで公募、育成した栄養士やト
レーナーと健康管理やダイエットを考えるユーザー
とを携帯アプリ上でマッチングし、日々のアドバイス
や食事指導を60日間受けられるサービスを提供。 

 

○家庭の事情などにより離職した専門人材に、自宅
に居ながら、専門知識を活かした仕事ができる機
会を提供。 

○柏市、東京大学、ＵＲ都市機構が連携し、柏市豊
四季台地域高齢社会総合研究会を発足。 

 

○リタイア層のニーズを満たすため、「働くこと」×「生
きがい」を掛け合わせた「生きがい就労」を推進。 

 

○地域内の農業施設や保育施設等において、高齢
者を雇用を推進。 

 

＜専門人材の活用＞ 
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○産業ビジョン等への反映 

○協議会発足に向けて、先進的な
事例の収集、地元企業や大学と
の意見交換を実施 

○ビジネスモデル鍛錬のためのコー
ディネーターによるアドバイス 

○会員企業や行政とのマッチング 

○企業向けセミナーや市民フォーラム
の開催 

○実証・検証に関する補助金 

○企業との協働による市民向けイベン
ト等の開催 

２．（５）地域版協議会の先進事例 

○長野県松本市では、市長のリーダーシップの下、地域でのヘルスケアビジネス創出
のための仕組み作りが先行。 

○①地域としての産業ビジョンの策定、②関係者を糾合した地域版協議会の設置に
加えて、③昨年秋にはビジネス実証の場も整備。 

ステップ１ ステップ２ 

 

ステップ３ 

首長・行政によるコミット 

平成２３年７月に、「松本地域健康
産業推進協議会」を設置。 

産業創出のための関係者を集結
したプラットフォームの構築。 

平成２０年６月に、「健康寿命延
伸都市」構想を表明。 

まちづくりの基本方針として、市
総合計画に反映。 

平成２６年秋、新たなヘルスケ
アビジネスの実証の場として、
「松本ヘルスラボ」を発表 

 

プラットフォーム構築 実証フィールドの提供 

○登録された市民のネットワークを活用
し、新規ビジネスモデルに対して市民
参加による実証の場を提供 

○市民のアイデアや意見を取り込む形で、
製品・サービスをブラッシュアップ 
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２．（６）地域版協議会に期待される役割① 

地域のヘ
ルスケア
課題の発
掘・発信期 

地域の事
業者の発
掘・育成 

ビジネス
コンセプ
ト設計期 

ビジネスモ
デル策定・
実証期 

事業戦略 

詳細策定
期 

ビジネス 

展開着手
期 

成長期 

②ビジネス実証期 
③ビジネス立ち上げ期 

①地域課題・担い手育成期 

  （各地域毎に検討） 

（全国で展開可能性のある事業を想定） 

① 
② 

○地域版協議会には、地域におけるヘルスケアビジネス創出を推進するために、 
 ①地域関係者が集まり、地域課題の共有や新たなビジネスを検討するプラットフォーム 
 ②①で生まれたビジネスの種の橋渡し 
 を担うことが求められるのではないか。 

＜①の具体的な機能＞ 
・地域関係者の集約（自治体、医療、産業 等） 
・地域課題の把握・発信、方向性の提示 

・ヘルスケアビジネスの担い手掘り出し・育成 

・ビジネス創出に向けた事業者マッチング 

＜②の具体的な機能＞ 
・新規ビジネスモデルに対する実証の場の提供 

・ビジネス化に係るツール（インキュベーション施設、
国・自治体の支援策 など）への橋渡し 

18 



＜地域版協議会＞ 

（都道府県、基礎自治体が核） 

①関係者の糾合（自治体、ヘルスケア
事業者、医療・介護関係者、食・観光
事業者、地域金融機関等） 

 

②現場ニーズの調査等による地域課
題の把握・発信 

 

③保険外サービス創出に向けた方向
性の議論・提示 

 

④食や観光などの地域資源とのマッチ
ングやビジネス実証の支援 

 

⑤地域住民等への啓蒙      等 

期
待
さ
れ
る
役
割 

＜次世代協議会＞ 

（国） 

①国としての地域展開
に向けた基本方針の
策定 

 

②地域展開のための
各省連携 

 

③地域から要望された
グレーゾーン等の制
度環境整備 

 

④各地域の良好事例
の取りまとめ、各地域
への発信、協議会の
ネットワーク化  等 

・政策の検討方針提示 

・協議会設立促進・支援 等 

・良好事例の共有 

・グレーゾーン等の制度 

 環境整備要望 等 

○地域包括ケアとの連携や地域資源・地域人材を活用したビジネスなど、保険外
サービスを創出する仕組みとして、地域版協議会には、下記のような役割が期待さ
れるのではないか。 
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２．（６）地域版協議会に期待される役割② 



３．地域横断的に必要となる機能 

 （ビジネス加速化人材、ビジネス鍛錬の場等） 
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３．（１）地域横断で必要となる機能 

○今後、各地域で新たなヘルスケアビジネス創出のための「地域版協議会」が整備され、
様々なビジネスの芽が出てくることが期待される（「第１フェーズ」）。 

○こうしたビジネスの種を事業化していくためには、ヘルスケアの専門知識、事業創造の
ノウハウ、実証の場等を一体的に提供することが重要（「第２フェーズ」）。今後、スピード
感をもってビジネス創出をしていくためには、地域横断的に、こうしたビジネス育成を加
速化していく場を整備していくことが必要ではないか。 

○なお、資金面に関しては、「地域ヘルスケア産業支援ファンド」の創設等によりツール整
備が進捗（第三フェーズ）。 

地域のヘ
ルスケア
課題の発
掘・発信期 

地域の事
業者の発
掘・育成 

ビジネス
コンセプ
ト設計期 

ビジネスモ
デル策定・
実証期 

事業戦略 

詳細策定
期 

ビジネス 

展開着手
期 

成長期 

第2フェーズ 

ビジネス実証期 

第3フェーズ 

ビジネス立ち上げ期 第1フェーズ 

地域課題・担い手育成期 

  （各地域毎に検討） 
（地域横断機能を検討） 

「地域版協議会」の整備 資金等の供給 「ヒト・ノウハウ・実証の場」の提供 21 



○ヘルスケアビジネスの創出は、様々な関係者の協力により、ヘルスケアの専門知識等
を活用しながらビジネスコンセプトを作り上げることが必要な分野。 

○米国では、ヘルスケア分野に特化した「ビジネス加速化人材」（アクセラレーター）がヘ
ルスケアベンチャーの裾野を広げる上で大きな役割を果たしている。 

○我が国においても、ヘルスケア分野における新たなビジネス創出のため、こうした能力
を持つ人材等を集め、新事業に取り組む者に対して、ビジネスの鍛錬を行っていくことが
必要ではないか。 

○ヘルスケア分野が融合領域で
あることを踏まえ、起業家に対し
て、多方面の専門家から、知見、
経験、ネットワークなどを提供。 
○具体的には、ヘルスケア分野の
起業家からのプレゼンに対して、
専門家からのアドバイス等を提
供するセミクローズドな場を提供。 
○これまでに３０社のヘルスケア
ベンチャーを支援。 

J HEALTH INCUBATE（日本） 

３．（２）ヘルスケアビジネス育成の場①（ビジネス加速化人材） 

○ビジネスモデルが複雑なヘルス
ケア業界において、起業家による
持続可能なビジネスの創出を支
援するため、2012年にアクセラ
レータプログラムを開始。 
○ヘルスケア分野の起業家に対し
て、350以上の医療従事者、投資
家、成功した起業家等からなる専
門家ネットワークから、必要な専
門的な知識やアドバイスを提供。 

Health box（米国） 

○ヘルスケア分野の創業や事業
化を支援する施設等を提供。 
○作業スペースを提供するととも
に、医療現場とビジネスの両方の
視点からアドバイスの提供、講演
やワークショップを実施。 
○加えて、利用者同士の交流を促
すことで、互いの強みを生かした
協力等を生み出し、ビジネスがさ
らに発展していくことを目指す。 

 
 
 

東京ヘルスケアビレッジ（日本） 
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○ヘルスケアサービスは、生活者の生命・健康等に直結する分野であり、実際のビジネス
コンセプトができても、そのサービスを実践する場が少ないのが現状。特に、医療・介護
の実際の現場にサービスを導入することは様々な困難が伴う。 

○欧州では、生活者、自治体、企業等がサービス創出プロセスに参加し、生活者の利用
行動の観察や評価、利用後のフィードバック等を行い、新サービスや製品を共創する取
り組みを推進（「リビング・ラボ」）。 

○一部の先進的な自治体では試行的な取組が開始されているが、ヘルスケア分野では
医療・介護関係者等の理解も必要なことから、国として地域版協議会に、こうした機能を
具備していくことを慫慂してはどうか。 

○自治体、企業、ＮＰＯ、コミュニティが、社会実験活 
  動を行うネットワークを形成し、知識共有、共創を 
  行う。ＥＵ各国で取り組まれている。 
 

リビングラボ（欧州） 

３．（２）ヘルスケアビジネス育成の場②（リビング・ラボ） 

リビングラボ（松本ヘルス・ラボ） 

機能① 
健康増進活動の促進 

機能② 
健康産業の創出促進・
支援 

・新サービス・新製品の 
商品化・ 事業化の促進 

○健康に関心のある市民を広く募り、市民の視点か
ら新製品・サービスの提案やモニターに参加する仕
組みを検討。健康に対する市民意識の醸成とヘル
スケア産業の振興の実現を目指している。 

松本ヘルス・ラボが目指す姿 
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４．本日の論点 
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４．本日の論点 

①地域版協議会に期待する役割とは何か 

 ・地域課題を把握するための手法 

 ・関係者の連携を深めるための方法 

 ・地域に求められるサービスは何か 

 ・国との役割分担 

 

②ヘルスケアビジネス創出のための地域横断的な機能は必要
十分か 

 ・ビジネス鍛錬のための人材の供給 

 ・サービス実証のためのリビングラボの整備 

 ・行政（国・自治体）と事業者の役割分担 

 ・地域包括ケアへの民間サービスの活用の促進に向けた各省
連携や制度的課題はあるのか 

 ・その他、必要な機能はあるのか 25 


