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（とやまヘルスケアコンソーシアム）

協議会の概要

 新・富⼭県ものづくり産業未来戦略に基づき、新たな成⻑分野に位置付けたヘルスケア産業について、富⼭県内の産
業界、⾼等教育機関及び⾏政等の協⼒による、付加価値の⾼いヘルスケア製品の開発などを通してヘルスケア産業の
振興を図っています。

 「快適デザインヘルスケア」をコンセプトとし、新たな技術や製品の開発、製品の⾼付加価値化により「とやまヘルスケア
ブランド」の確⽴を⽬指します。

事務局

富⼭県 商⼯労働部 商⼯企画課
TEL︓076-444-9606
FAX︓076-444-4401
E-mail︓health＠tonio.or.jp

 地域︓富⼭県
 設⽴︓令和元年12⽉３⽇

主な会員 （会員数︓63企業・団体 ※令和3年8⽉23⽇時点）
産業界 富⼭県機電⼯業会、富⼭県アルミ産業協会、富⼭県プラスチック⼯業会、富⼭県繊維協会
⼤学・研究機関 富⼭⼤学、富⼭県⽴⼤学
⾏政機関 富⼭県（商⼯労働部、厚⽣部）
その他 富⼭県新世紀産業機構



PRポイントPRポイント

 ものづくり企業や介護施設、IT企業など幅広い業種から
ヘルスケア産業研究会の会員を募り企業のシーズと介
護現場等のニーズとのマッチングを⽀援し、利⽤者視点
の製品開発プロジェクトを推進します。

 「⽣活⼯学研究所 ヘルスケア製品開発棟」と連携し、
先端設備を活⽤して感性や五感の可視化による数値に
裏付けがなされたしっかりとした製品評価することで製品
品質の差別化（ブランド化）を⽬指します。

活動実績

 コーディネート活動による介護施設のニーズ調査やものづく
り企業のシーズ技術とのマッチング⽀援や、セミナー・勉強
会を実施します。

 ヘルスケア製品の研究開発補助⾦による製品化、事業化
のための技術的課題解決の取組みを⽀援します。
（製品開発プロジェクト例）
・歩⾏訓練⽀援装置の開発
・ナノファイバー模擬⽪膚材の開発
・⾼パワー⽣地を活⽤した介護⽤パンツの開発

理学療法⼠等が伝える歩⾏⽅法を、訓練中の患
者に理解を促進させるリハビリ補助ツールを開発

【センサマット】

【表⽰アプリケーション】

歩⾏訓練⽀援装置

⽪膚に貼って傷やしわ、しみなどを⽬⽴たないようにする、ナノファイバー
模擬⽪膚材を開発

【ナノファイバー貼付剤】 【商品化した伸縮性粘着シート】

ナノファイバー模擬⽪膚材



ウェルネスバレー推進協議会

協議会の概要
 健康・⻑寿に関する研究機関や施設が集積した「あいち健康の森及びその周辺地区」をウェルネスバレーと名付け、超
⾼齢社会における課題解決に向けた先駆的な取組を推進するため、ウェルネスバレー関係機関や産業界、⾏政等によ
るコンソーシアムを設置

 ウェルネスバレー推進協議会では、認知症・フレイル予防、医療・介護系ロボット開発、⽣活習慣病予防をテーマとし、
⼤府市と東浦町との共同によるワンストップ窓⼝により、ヘルスケア産業の創出に向けた実証事業等を⽀援

事務局
愛知県 ⼤府市 産業振興部 ウェルネスバレー推進室
TEL︓0562-45-6255（直通） FAX︓0562-47-7320
E-mail︓wellness_valley@city.obu.lg.jp
URL︓https://www.city.obu.aichi.jp/wv/index.html
愛知県 東浦町 企画政策部 企画政策課
TEL︓0562-83-3111（代表）FAX︓0562-83-9756

 地域︓愛知県 ⼤府市・東浦町
 設⽴︓平成２３年１１⽉１８⽇

主な構成団体（２１団体 ※令和３年８⽉末時点）

医療・介護関係機関
あいち⼩児保健医療総合センター、⼤府病院、介護⽼⼈保健施設ルミナス⼤府、愛厚ホーム
⼤府苑、住宅型有料⽼⼈ホームさわやかの丘、介護付き有料⽼⼈ホームフラワーサーチ⼤府、
介護⽼⼈保健施設相⽣、特別養護⽼⼈ホームメドック東浦、社会福祉法⼈憩の郷

ヘルスケア関係 あいち健康の森公園、あいち健康の森薬草園、あいち健康の森健康科学総合センター
⼤学・研究機関 国⽴⻑寿医療研究センター、認知症介護研究・研修⼤府センター、⾄学館⼤学
その他 げんきの郷、ウッド・ビレッジ、⼤府商⼯会議所、東浦町商⼯会
⾏政機関 愛知県⼤府市（産業振興部）、東浦町（企画政策部）



PRポイント

※ここに写真や図等を⾃由に貼付ください。

PRポイント

・アイデアボックスを活⽤した医福⼯連携マッチング
医療・福祉現場から発出された課題
（ニーズ）と市内外企業による試作開発
・共同開発・実証事業の⽀援
地区の介護施設等での実証希望者
に対するサポート
・国⽴⻑寿医療研究センター健康⻑寿⽀援
ロボットセンターリビングラボ・相談窓⼝
介護ロボットの開発・実証・普及⽀援

活動実績

①医福⼯連携マッチング・実証事業の成果事例

②⻑寿研とのセミナー
（介護ロボット）（2021年2⽉）
③静岡県がん会議
での講演（2020年
10⽉、Youtube）

④⼟地利⽤

中学校の「総合学習」時間での介護ロ
ボット・講師派遣（2021年7⽉）

実証実験場所に「あいち健康の森公園」
を追加（2021年度〜）ウェルネスバレーブランド認定商品例

とろみ⾃動調理機 ⾒守りセンサー

電動アシスト歩⾏⾞ 腰のサポーター

② ③ ④



⽯川県次世代ヘルスケア産業協議会

協議会の概要
県⺠の健康寿命延伸の実現に向け、県内企業のヘルスケア産業への参⼊⽀援、健康経営の推進に関する取組を
実施しています。
 会員の連携・協働による新製品・新ビジネスの創出⽀援
 ヘルスケア産業に関する情報の共有、国等との連携
 健康経営の推進 等

事務局

⽯川県商⼯労働部産業政策課
TEL︓076-225-1513
FAX︓076-225-1514
E-mail︓sanren-sd@pref.ishikawa.lg.jp 

 地域︓⽯川県
 設⽴︓令和3年1⽉18⽇

主な会員 （会員数︓４２企業・団体 ※令和３年９⽉１６⽇時点）

医療・介護関係機関 医療法⼈ホスピィーGROUP 浦⽥クリニック、国⽴病院機構⾦沢医療センター、社会福祉法⼈北伸福祉会、
⽯川県⽴中央病院、社会福祉法⼈眉丈会、⾦沢⼤学附属病院

ヘルスケア関係
株式会社アルプ、株式会社AIM、⼤塚製薬株式会社名古屋⽀店⾦沢出張所、
損害保険ジャパン株式会社⾦沢⽀店、⼤同⼯業株式会社、株式会社⻭愛メディカル、
三⾕産業株式会社、三菱電機株式会社北陸⽀社事業推進部 等

⾦融機関 株式会社北國銀⾏

⼤学・研究機関 国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学、
国⽴⼤学法⼈⾦沢⼤学AIホスピタル・マイクロシグナルダイナミクス研究開発センター

⾏政機関 ⽯川県産業政策課（事務局）、⽯川県健康推進課



PRポイントPRポイント

 ⽯川県ヘルスケア産業協議会では、県⺠の健康寿命
延伸に向け、県内企業のヘルスケア産業への参⼊⽀援、
健康経営の推進に関する取組を⾏っています。

【協議会参加のメリット】
・ヘルスケア産業参⼊・健康経営に関する情報提供
・希望があれば、国補助⾦等外部資⾦獲得を含め、
協議会事務局による個別⽀援を実施

・協議会の場を活⽤した⾃社サービスの紹介 等

【特に⼒を⼊れている点】
・ヘルスケア産業に参⼊を検討している企業に対する
⽀援を今後、集中的に実施して⾏きたいと考えています。

活動実績

 「健康寿命延伸ビジネス創造プロジェクト」のイベントを
協議会の設⽴に先⽴ち開催し、県内企業のヘルスケア
産業への参⼊等について機運の醸成を図りました。

・第１回キックオフイベント（令和2年9⽉4⽇）
「コロナ時代だからこそ取り組む健康経営」

・第２回イベント（令和2年12⽉10⽇）
「ウィズコロナ時代のヘルスケア事業の創出について」

健康寿命延伸ビジネス創造プロジェクト
第1回キックオフイベント
「コロナ時代だからこそ取り組む健康経営」

健康寿命延伸ビジネス創造プロジェクト
第2回イベント
「ウィズコロナ時代のヘルスケア事業の創出について」

計2回のイベントにおいては、健康経営
の先進企業及びヘルスケア産業参⼊に
関するマーケティングの専⾨家等による
講演会を実施しました。



みえライフイノベーション総合特区地域協議会

協議会の概要
 三重県の医療・健康・福祉産業（ヘルスケア産業）を戦略的に振興することにより、本県の地域経済を担う新たな
リーディング産業の創出と集積を図るとともに、医療・健康・福祉に関連した質の⾼い製品やサービスを供給できる地域
づくりをめざす。

 協議会には、県内⼤学、⾼等専⾨学校、医療・福祉団体、医療機関、⾦融機関、企業、国・県・市町等が参加。ヘ
ルスケア分野の製品やサービスの創出につながる事業環境整備や⽀援策などについて協議・提案を実施

事務局
三重県 医療保健部 薬務課 ライフイノベーション班
TEL︓059-224-2331
FAX︓059-224-2344
E-mail︓yakumus@pref.mie.lg.jp

 地域︓三重県
 設⽴︓平成24年２⽉１⽇

主な会員 （会員数︓37企業・団体 ※令和３年８⽉31⽇時点）

医療・介護関係機関 三重県医師会、三重県⻭科医師会、三重県薬剤師会、三重県看護協会、三重県作
業療法⼠会、三重⼤学医学部附属病院

ヘルスケア関係 三重県薬事⼯業会、辻製油株式会社等
⾦融機関 株式会社百五銀⾏、株式会社三⼗三銀⾏、株式会社商⼯組合中央⾦庫等

⼤学・研究機関 三重⼤学、鈴⿅医療科学⼤学、三重県⽴看護⼤学、皇學館⼤學鈴⿅⼯業⾼等専
⾨学校等

⾏政機関 三重県（医療保健部、雇⽤経済部）、鈴⿅市、津市、伊賀市、⿃⽻市、尾鷲市、多
気町、中部経済産業局



PRポイント

※ここに写真や図等を⾃由に貼付ください。

PRポイント
 事業の効率的・効果的な実施に必要な規制の緩和提
案や財政⽀援を得るため、平成24年７⽉、総合特区
制度に基づく「みえライフイノベーション総合特区」の指定
を受け、平成29年３⽉には計画期間延⻑の変更認定
を受けた。

 平成25年９⽉、企業等の製品開発を⽀援する拠点
「みえライフイノベーション推進センター（MieLIP）」を県
内７箇所に設置。各拠点が主体となって地域の企業等
の様々な製品・サービスの創出を⽀援。

 令和３年度は、県内企業と医療機器メーカー等とのより
効果的なマッチングを⾏うため、医療・福祉機器等の製
品開発に意欲のある県内企業へのアドバイザー⽀援を実
施。
・医療機器など参⼊・開発に係る県内企業セミナー（令
和３年７⽉16⽇、９⽉13⽇）・個別相談会

活動実績

 県内ものづくり企業による医療・福祉機器等分野への参
⼊・拡⼤促進
・県内企業と医療機器メーカー等とのマッチングを実施
（７件成⽴）
・県内企業44社のPRシート作成
・「MTJAPAN第８回医療機器技術マッチングサイト交流
セミナー」への県内企業８社のオンライン出展
（令和２年12⽉７⽇〜令和３年２⽉26⽇）
・県内ものづくり企業等が参画する「みえ医療・福祉機器
ものづくりネットワーク」会員数105社（令和３年８⽉末時
点）

 MieLIPを活⽤した製品・サービスの開発
・MieLIPを活⽤して製品化されたヘルスケア分野の製品・
サービス開発数 41件（平成29〜令和２年度）

MieLIPを活⽤して製品化された
ヘルスケア分野の製品・サービス
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