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島根県ヘルスケア産業推進協議会

協議会の概要

「健康」をキーワードとして地域資源を活用し、多様な分野が連携した島根県ならではの先進的ヘルスケア産業の創出及び
活性化により、産業振興と雇用創出を図り、もって健康寿命延伸日本一に寄与することを目的とし、平成27年度に設立。
R4年度はヘルスケア産業の創出における課題解決を目指し、スタートアップ支援を強化することとし、現場従事者とヘルスケ
アへの参入を検討する事業者との意見交換会（ヘルスケアサロン）や、異業種交流によるアイデア創出の機会（アイデアソ
ン）などを実施。

事務局

島根県商工労働部産業振興課
TEL：0852-22-6395
FAX：0852-22-5638
E-mail：healthcarebiz@pref.shimane.lg.jp

◆ 地域：島根県

◆ 設立：平成27年7月28日

日本地図の該当
部分を赤い○で
囲んで下さい。

主な構成団体 （協議会：24団体、分科会：132団体 ※令和4年4月時点）

医療・介護関係機関 医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会

ヘルスケア関係 (株)しちだ・教育研究所、光プロジェクト(株)、Community Nurse Company(株)等

金融機関 山陰合同銀行、島根銀行、信用金庫協会、政策金融公庫、信用保証協会

大学・研究機関 島根大学、島根県立大学、松江工業高等専門学校

行政機関 市長会、町村会、島根県健康福祉部



PRポイントPRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

〇補助金の紹介

・「島根発ヘルスケアビジネス事業化補助金」にて、「健康」をキーワードに、健康増進を目的とした健康経営や高齢者の生
活支援サービスなど、多様な分野の連携による島根県ならではのヘルスケアビジネスの事業化を支援。

＜事業内容＞

１．対象者 島根県内に事業所を有する中小企業社等の事業者

２．補助内容

①事業化支援枠

事業化のためのビジネスプランの実証を行う事業 補助上限額500万円 補助率1/2

②可能性検証枠

事業化の前段階である市場調査や医学的検証を行う事業 補助上限額200万円 補助率1/2

平成27年度～令和4年8月時点までで33件の事業を採択。

事業の構想段階から、事業採択後5年間にわたり県が委託するアドバイザーによる伴走支援を実施。

年度ごとに事業の実施状況を提出してもらい、それを基にアドバイザーが課題解決や事業展開をアドバイスする。

〇力を入れている分野

・ヘルスケアビジネスの立ち上げにおける様々な課題を解決するために、スタートアップ支援を強化。

・島根県では、県民自ら健康作りに取り組めるよう環境の整備を進め、健康寿命のさらなる延伸を図ることのできる施策を庁
内関係部局が連携して推進するため、「しまね健康寿命延伸プロジェクト」を設置。

〇今年度の活動予定

補助金を用意すると共に、ヘルスケア事業を検討する事業者向けのセミナーやIT企業等異業種とのマッチング、また継続
的な専門家のアドバイス等により事業の立ち上げを支援。



PRポイント昨年度、もしくはこれまでの活動実績

島根発ヘルスケア産業推進協議会では分科会を設置し、セミナーやワークショップを開催。
（以下、今年度8月時点及び過去5年間活動実績）

平成29年度 第1回「失敗事例等の講演会」
第2回「マーケティング戦略やビジネス構築について講演会」
第3回「平成29年度事業報告会」
アイデアソン「島根の地域特性を活かしたヘルスケアビジネスの創出」

平成30年度 第1回「デジタルヘルスの現状、IOTを利用したヘルスケアビジネスなどについて講演会」
第2回「ヘルスツーリズム動向やヘルスケアにおける起業やマネタイズなどについて講演会」
第3回「ヘルスケアビジネスの動向や島根県の取組みなどについて講演会」
アイデアソン「異分野との組合せによる行動変容促進モデルの検討、課題を抱える当事者にとって深刻な

健康課題を解決する事業モデルの検討」
令和元年度 第1回「地域に密着したヘルスケアサービス創出などについて講演会」

第2回「ショッピングセンターを活用した健康延伸まちづくりなどの講演会」
第3回「ヘルスツーリズムのプログラムや生活リハビリテーションについての講演会」

令和 2年度 アイデアソン「コロナ×ヘルスケア×デジタル
～新型コロナによる介護・健康分野の課題をITを使って解決しよう！～」

令和 3年度 ヘルスケアサロン「現場で従事する方々を招いて現状や課題を聴き、意見交換」
第1回アイデアソン「医療従事者のスキルとITを活用したヘルスケアビジネス

～ITを使って医療従事者の新たな働き方を実現～」
第2回アイデアソン「大学の研究シーズ×ヘルスケア

～島根大学の先生方の研究シーズをヘルスケアビジネスに活かそう～」
メンタリングデイ「ヘルスケアビジネス検討中の事業者にメンターが助言・指導」

令和 4年度 ヘルスケアセミナー「ヘルスケアビジネスの事業化について」



岡山ヘルスケア産業連携協議会

協議会の概要

✓ 岡山市では、まち・ひと・しごとの創生と好循環を確立し、活力ある地域社会の維持を目指すものとして、「岡山市
まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、岡山市の充実した医療・介護環境等の地域資源を活かし、地方創
生や地域経済の活性化につながる新たな創業や商品開発を促進する「ヘルスケア産業の創出・育成」を、新たな
雇用と成長を促す産業振興の具体的な施策の一つとして位置付けた。

✓ 産官学金による幅広い交流・連携等によりヘルスケア産業創出・育成事業を推進していくためのプラットフォームと
して、岡山ヘルスケア産業連携協議会を設立した。

事務局

岡山市 産業観光局 商工部 産業政策課

TEL：086-803-1342
FAX：086-803-1738
E-mail：sangyouseisaku@city.okayama.lg.jp

◆ 地域：岡山県 岡山市

◆ 設立：平成２８年５月２７日

主な会員 （会員数：１５４企業・団体 支援機関：１８団体 ※令和４年８月３１日時点）

会員 医療・介護、ＩＴ関連企業等

支援機関

金融機関 日本政策金融公庫岡山支店、中国銀行、トマト銀行、おかやま信用金庫

大学・研究機関 岡山大学、岡山県立大学、岡山理科大学

行政機関 岡山市（産業観光局）、玉野市

mailto:kenkousangyou@city.matsumoto.nagano.jp


PRポイント

モデル事業を除く事業実績

PRポイント（協議会の特徴・推進しているヘルスケアサービス、今年度の活動予定など）

●メールマガジンを利用してのヘルスケア関連の情報提供等の支援を実施。
●ヘルスケア産業はビジネスのジャンルの一つとしてスタートアップ支援の一環で取り組んでいる。

昨年度の活動実績

●スタートアップ支援の一環として岡山大学と連携したセミナーを開催し、その中でヘルスケア産
業をテーマとして取り扱うことで、交流の場の創出した。



ひろしま医療関連産業研究会

協議会の概要

✓ 県内企業等の新たな事業展開を目指した企業間連携・産学官連携による取組みを推進することにより，広島県の健
康・医療関連産業の活性化と発展に資するとともに，医療福祉の高度化に寄与。

✓ 広島県と連携して，ヘルスケアサービスも含めた健康・医療関連ビジネスを対象に，全国でも類を見ない広島県発の取
組みである「ひろしまヘルスケア実証フィールド」を提供するほか，「広島県バイオテクノロジー推進協議会」（事務局：
県農林水産局）と連携し医薬品・機能性表示食品等を含む幅広い取組みを展開。

事務局

広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム医工連携推進担当
TEL：082-513-3351
FAX：082-223-2137
E-mail：syoikourenpt@pref.hiroshima.lg.jp

◆ 地域：広島県

◆ 設立：平成23年11月４日
（令和3年度~ひろしまヘルス
ケア推進ネットワークから変更）

主な会員 （会員数：５１７企業・団体 ※令和４年８月１日時点）

医療・介護関係機関 広島県立病院，広島県環境保健協会，広島県臨床工学技士会など

県内企業 ㈱ジェイ・エム・エス，㈱モルテン，㈱北川鉄工所，トーヨーエイテック㈱など

金融機関 ㈱広島銀行，㈱もみじ銀行，広島信用金庫，呉信用金庫など

大学・研究機関
広島大学，県立広島大学，広島市立大学，広島国際大学，広島工業大学,
広島文化学園大学,近畿大学,広島県立総合技術研究所 など

行政機関 中国経済産業局，広島県，広島市，福山市，呉市，東広島市，三次市など



■ ひろしまヘルスケア実証フィールドイメージ図

■ バイオデザインの取組

■ 健康・医療関連産業創出に向けたアクションプラン

「学」 広島大学
￭ フェローシップコース・大学院科目の提供
￭ フェローからファカルティ候補の発掘
￭ 大学院生からフェロー候補の発掘
￭ バイオデザイン・取組のPR

目的：イノベーティブな人財育成プロダクト開発・事業化

「ひろしまバイオデザイン
共同研究講座」

フェローの
リクルート

ファカルティの
リクルート

「産」 企業
￭ 企業内でリーダーとなる人財の育成
￭ 新たな事業化・企業内起業による活性化
￭ ベンチャー／スタートアップの立上げ

「官」 広島県
￭ 企業と連携した共同研究講座の継続
￭ 企業人財育成の支援
￭ 産業創生と既存企業の活性化

これまでの活動実績

✓ ひろしまヘルスケア実証フィールド
〔令和３年度実績〕 延べ200施設(病院等131，大学69など)において

19件のヘルスケア関連製品の意見交換などを実施。

✓ 健康・医療関連産業創出支援事業費補助金
〔令和４年度実績(第一次)〕 9件採択（うち3件が機能性表示食品）

✓ バイオエコノミー産業創出支援事業費補助金
〔令和４年度実績〕２件採択 ※令和４年度より募集開始

✓ バイオデザインプログラム
令和元年度に国内４番目となるフェローシップコースを開講。
令和４年度から，６か月間のコースに短縮。

PRポイント

✓ 広島県では，「健康・医療関連ビジネス」を，広島の強みを活かした新たな成
長産業として育成するという目標を掲げる「安心▻誇り▻挑戦 ひろしまビジョン
アクションプラン」 を策定（計画年：令和３～７年）

✓ 医療機関・福祉施設などと連携し，ヘルスケアサービス・医療機器・福祉機器
等の様々な評価・臨床試験などを行うことのできる 「ひろしまヘルスケア実証
フィールド」 の枠組を継続

✓ 「健康・医療関連産業創出支援事業費補助金」により，ヘルスケアサービス，
医療機器，福祉用具，医薬品，機能性表示食品，創薬支援サービス等に
係る新事業展開及び事業拡大を支援

✓ 「バイオエコノミー関連産業創出支援事業費補助金」により，ヘルスケア分野と
親和性の高い ゲノム関連技術の産業活用の促進を支援

✓ 革新的な医療機器等の開発を牽引するイノベーションリーダー人材を育成する
「バイオデザインプログラム」 の推進（広島大学と連携）



やまぐちヘルスケア関連産業推進協議会

協議会の概要

✓ ヘルスケア関連産業は今後の成長が期待される分野であり、山口県では「やまぐち産業イノベーション戦略」の重点成長
分野に位置付けるとともに、山口市が新山口駅北地区に整備する「山口市産業交流拠点施設」（令和３年４月供
用開始）とも連携した取組を進めてきた。

✓ 会員相互の交流や連携等を通じて山口県におけるヘルスケア関連産業の創出及び育成を図ることを目的に、山口県と
山口市を事務局として、令和３年２月に「やまぐちヘルスケア関連産業推進協議会」を設置した。

事務局

HP：https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/34/14030.html
山口県産業戦略部産業イノベーション推進室
TEL：083-933-2470 FAX：083-933-2469
E-mail：yamaguchi-hl@pref.yamaguchi.lg.jp
山口市商工振興部ふるさと産業振興課
TEL：083-934-2928 FAX：083-934-2650

◆ 地域：山口県

◆ 設立：令和３年２月３日

主な会員 （会員数：75企業・団体 ※令和４年７月31日時点）

会員 食品企業、医療・介護企業、IT企業、大学、行政等

幹事

学識経験者 山口大学、山口県立大学

関係団体
山口県経営者協会、山口県商工会議所連合会、山口県商工会連合会、(公財)やま
ぐち産業振興財団、(地独)山口県産業技術センター、(公財)山口県健康福祉財団

市民団体 山口県地域消費者団体連絡協議会

事務局 山口県、山口市



PRポイント

✓ 会員に対する情報提供や会員相互の交流・連携の場の提供として、セミナーや企業交流会等を開催する。

✓ 山口県と山口市が共同で設置している「やまぐちヘルスラボ」と連携し、県民が製品の評価・検証に参画する仕
組み等を活用して、会員企業の製品開発・事業化を支援する。

ヘルスケア関連製品・
サービスの事業化

やまぐちヘルスラボ
（設置者：山口県・山口市）

県民の
健康づくり

企業

＜協議会の活動＞
・企業交流会等を通じた会員相互の交流
・情報交換
・各種連携の場の創出等

やまぐちヘルスケア
関連産業推進協議会
（事務局：山口県・山口市）

会員企業

商工・健康づくり・

消費者関係団体、

産業支援機関、行政

県民

事業化の検討

幹事会

製品・サービスの評価・検証に
県民がモニターとして参画

・やまぐちヘルスラボの運営
（ヘルスラボ会員募集・管理、メルマガ配信等）

・相談対応
・実証事業支援

事業化支援

・健康増進イベントやセミナーの開催
・メルマガコンテンツの提供
・ヘルスラボ会員の確保

県民の健康づくり

連携

総括マネージャー等


